9月展
第26回
2020春夏 アウトドア合同展示受注会

9月3日(火)10：00〜18：00
4日(水)10：00〜17：00

会
場

2020 SPRING & SUMMER Vol.26

サンシャインシティ
文化会館ビル 2階
展示ホールD

詳しくはこちら ➡ http://www.outdoor-show.jp/
ご挨拶
入梅の候、
ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただきありがとうございます。
本年も春夏アウトドア合同展示受注会開催の運びとなりましたのでご案内申し上げます。
皆さまのあたたかいご支援のもと、
いよいよ本展示会も第26回の開催を迎える事ができました。
ぜひご紹介させていただきたい2020年春夏の製品を展示してお待ち申し上げております。
是非、
この機会にご来場くださいますよう、
ご案内申し上げます。

敬具

2019年7月吉日

アウトドア合同展示受注会事務局

受付にて名刺を
2枚お渡しください
会場住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-4
サンシャインシティ文化会館ビル 2階 展示ホールD

主催：アウトドア合同展示会事務局
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株式会社ケーイーエム

株式会社ベルモント

TEL.048-687-8255

http://www.kemjapan.com

私たちは信頼できるギアを使うことで最高のパフォーマンスを発
揮できると確信し、世界の国々から洗練されたあらゆるギアを選
び抜いています。今回、弊社は新たにTENAYA（クライミング
シューズ）
の取扱いを開始しました。会場ブース内では、試し履き
をご用意させていただきますので、
この機会に是非お試しくださ
い。
その他にも、DMM・エーデルワイス・シンギングロックなど、各
社クライミングに関するギアも多数ご用意しご覧いただけます。
あ
わせて、
ワーク＆レスキュー、
ツリーケア商品もご提案できるよう
に準備しております。実際に手に取って確認できる良い機会とな
りますので、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

TEL.0256-36-1081

http://belmont.co.jp

テナヤ

1999年に誕生したベルモントも２０年目の節目の
年を迎え、心新たにこれまで以上に皆様に愛され
る製品作りを心掛けてまいります。
これまで通りチ
タン・ステンレス加工技術を生かした商品に加え、
2019年にはTOKOBIやアイアンシリーズも発表し
ご好評いただいております。
２０２０年は山にもって
いきたくなるような軽量テーブル、軽量焚き火台な
どを展開していく予定です。

「TENAYA」
は、
スペインを中心にヨーロッ
パ各地で支持されるクライミングシューズ
ブランドです。スペインの自社工場での生

産にこだわり、品質管理なども徹底されて

います。素直な足入れで、履き心地の良さ

を維持しつつ、丁重な作りと高性能が定評
で支持されています。
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BM-273焚き火台TOKOBI
軽量折りたたみ式の焚き火台、市販の４０
㎝の薪が使え、
２段のワイヤーシェルフを
使い料理ができ、オプションにアイアンプ

レート・ステンレス網・サイドカバーなどが
あり、
拡張性のある焚き火台です。
¥13,000+税
重量：2.2kg
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スウィックススポーツジャパン株式会社

エビスニット株式会社

TEL.03-5282-3755

https://tokowax.swix.co.jp https://swix.co.jp
1916年TOKOは、登山グッズを始めてとする革製品の保
革用品製造販売会社として創業されました。特に靴のケ
ア用品として定評があり多くをスイス軍に納入されまし
た。現代ではスイスの厳しいい環境問題をクリアした、高
機能な撥水用品を始めアウトドアウェアに適した、液体
洗剤等の機能的なケアー用品を揃えております。SWIX
Trekkingシリーズは、分野に特化したポールシリーズで
す。
トレッキング、
ハイキング、
トレイルランニング、
ウルトラ
トレイル、
ノルディックウォーキングなどの生活の中のアク
ティビティや自然体験の補助を致します。

TEL.072-986-2292

https://ebisuknit.com

テキスタイルプルーフ

登山・キャンピング・ウォーキング・ガーデニン
グなどジャンルを問わず活躍するアウトドアア
イテム。素材感にこだわったアイテム群を取り
揃え、
より広範なアウトドアライフを支えるア
イテムを取り揃えます。継続展開のメリノウー
ルソックスシリーズに加え、一押し素材「和紙」
糸で作られた和紙ソックスが今回も展示され
ます。

「高持続性、生地をいためない」
ゴアテック
ス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レイン
ウェアにご使用頂ける高性能撥水・耐汚ス

プレーです。簡単なスプレー加工で持続す
る効果をえる事ができます。
ウェアの防水･
透湿性能・防風性を阻害しません。
250ml ¥1,800+税
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Trekking Socks Short
吸湿速乾、保温性、抗菌防臭性に優れた
“メリノウール”を使用したオールマイティ

なアウトドアソックス。
¥1,500+税

重量：39g カラー：NV、
BD
サイズ：23-25cm,25-27cm
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オンウェー株式会社

株式会社阪神交易

https://www.onway.jp/home

http://www.hanshinco.com

TEL.03-3234-9981

Onway2020年のテーマは
「PATIO」地中海
の空気を取り入れた色鮮やかな家具を提案
します。
それに合わせて、海外向け製品や過去製品か
らの復刻もリニューアル展開します。

TEL.06-6371-8548

Bushnell、tasco双眼鏡・単眼鏡・スピードガ
ン・センサーカメラ、Bushnell GOLFゴルフ用
レーザー距離計、
ワルサーフラッシュライト、
FLIRサーマル暗視スコープ、MAVENカスタ
ムオーダー双眼鏡、
ヴェルクハウス組立式ア
ウトドア雑貨など欧米発、海外アウトドア・ス
ポーツギア最新モデルを一堂にデモ展示。

チェアエックス
自重により座面がぴんと張るクロスフレー
ムが特徴。名作のデザインをそのままにア
ウトドアで持ち運びできる仕組みを搭載。
¥12,000+税 重量：3.8kg
カラー：ブラック→ホワイト/アクアマリン/
ブラウン
（New）
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Bushnell
広角双眼鏡 エクストラワイドWS
●見掛け視界68.4 広角●フォーカスフ
リー●手ブレの少ない4倍率●好みで選べ
るロゴプレート
¥18,000+税
重量：481g カラー：ブラック
サイズ：114 85 150mm
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株式会社ホシノ

ブッシュクラフト株式会社

http://www.hoshino-kikaku.co.jp

https://www.bushcraft.co.jp

TEL.047-711-5431

体の“土台”である足をサポートするインソー
ルを中心に、機能的なタビ型ソックスやストレ
スフリーな５本指ソックスなど、足に特化した
商品をラインナップしています。皆様のご来場
を心よりお待ちしております。

TEL.042-775-5818

B+ LD
登山、
ウォーキング、
ランニングなどの使用
距離・使用時間が長いスポーツシーンか
ら、
日常の使用にも最適なオールラウンド
なインソールです。
¥4,500+税
サイズ：3S、
SS、
S、
M、
L、
LL

ブッシュクラフトではオリジナルブランド
Bushcraftを中心に、
ソロキャンパーの方や
ファミリーキャンパーの方々まで幅広く商品
をご提案しています。今回の展示会では海外
ブランドPRANDIの限定品や、Bushcraftの
新作を含め様々な商品をご案内していきま
す。皆様のご来場をお待ちしております。

CAMPING HATCHET
CAMOUFLAGE LIMITED
EDITION
限定版「カモフラージュ」風。キャンピング
ハチェット。
炭素鋼C45 / 1045。
ヘッドは
ミリタリーグリーン色で塗装されています。
重量：500g
カラー：カモフラージュ
サイズ：33cm/13IN
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キャプテンスタッグ株式会社
TEL.0256-35-3117

https://www.captainstag.net

今年43年目を迎えた新潟県燕三条発のアウトドア
用品総合ブランド。幅広いラインナップで、
アウトド
アの楽しみ方にルールを設けない自由なブランド
です。使いやすさ、購入しやすさを第一に考え、
より
快適で、
より楽しいアウトドアライフをサポートすべ
く、総合的な商品展開を目指しています。2020年
NEWモデルを中心に、
アウトドア合同展示会初出
展です！

株式会社インパクトトレーディング
TEL.045-548-5614

NEW CAMP OUT
アルミ背付きベンチ

https://www.superfeet-jp.com

スーパーフィートインソールは、1964年に設立された

「ちょとトガったカッコいいものを」。
カモフ

ノースウェスト・ポディアトリック・ラボラトリーがアメリカ

ラージュ柄で人気の
「CAMP OUT」
シリー
ズが、2020年NEWデザインでリニューア

足病医学の足部バイオメカニクス理論に基づいて作製し
た足底板（オーソティックス）
をルーツに、100万人以上

ルします。特に人気の通称「鹿ベンチ」も、

の足のデータから開発したプレミアムインソールです。用

NEWデザインで初披露。その他多彩なア

途に合わせた商品バリエーションで、
アウトドアはもちろ

イテムも展示予定。
ご期待ください。
重量：約3.7kg
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ん、治療(リハビリ)、
スキー、
ランニングなどの各種スポー
ツから日常生活まで、幅広い用途で愛用されています。

スーパーフィート グリーン
かかと周りの関節をコントロールする高機

能インソール。1977年から守り続けられ

た設計コンセプトはその高いパフォーマン
スを証明するものです。
¥4,800+税

サイズ：A(19㎝)〜H
（34㎝）
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株式会社イスカ
TEL.0721-25-4565

http://www.isuka.co.jp

「HEARTY＆QUALITY」心あるモノづくりで
最高の品質を。大きな特徴は、最高品質の素
材の使用、構造など製品へのこだわりと卓越
した縫製品質です。登山用を中心に、
日本を代
表する寝袋の専門メーカーです。夏山用のコ
ンパクトなモデルから、厳冬期や極地・高所へ
の遠征用まで、あらゆる条件に対応できるモ
デルをラインナップしています。

株式会社ナンガ

エア450X

TEL.0749-55-1016

https://nanga.jp

最高品質のホワイトグースダウンを封入、
カ

サ高性に優れ、
高い保温性を発揮、
自然素
材の持つ吸放湿、
濡れに対しての優れた耐

〜今回のNANGA新商品ラインナップのご案内〜
〇環境に配慮した“エコシュラフ”のご紹介

久性を生かしたまま使用しています。
保温効

〇NANGAシュラフの入門モデル“アプローチ

率と軽量性に配慮し、
部分ごとにダウンを適

〇過酷な条件下で活躍する“ダウンつなぎ”

量で充填。
狭すぎず広すぎない内部空間は
空気の対流、
体と寝袋の接触を抑えて、
内部

〇NANGA商品ラインナップ初の“ミトン”を発売します。
アパレルを含む、NANGAカタログ掲載商品も展示致し

をあたたく保ちます。
最高の縫製品質は寝袋

ます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

の基本性である長寿命に貢献しています。
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ナンガ
オーロラライト450 ブラウン
2019年度より一部モデルチェンジしまし

た。今までの防水機能はもちろん。
６００以

上のモデルに“チタンスパッタリング材”を
織り込み、更に温かさが増しました！！
¥39,000+税 重量：865g

カラー：レッド、
ターコイズ、
グリーン、
ブラウン
サイズ：レギュラー
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アリガインターナショナル株式会社
TEL.03-6659-4126

http://www.arg-intl.jp

American Outdoor Brandを中心に輸入および 企画
製造・販売しております。
MADE IN U.S.A.製品を主軸と
した“SIERRA DESIGNS”
（アパレル/バッグ/テント）
、
バッ
クパッキングの歴史とも言われる”KELTY”
（バッグ/アウト
ドアギア）
、
他には類を見ないハンティング系アウトドアギ
アの”SLUMBERJACK”
（テント/タープ/バッグ）
、
トレイル
ラン ニ ン グ ギ ア に フォ ー カ スし た ” U L T I M A T E
DIRECTION”など幅広い商品をご紹介します。

DOMEとして生まれ変わった。寒暖差の激
しい日本の四季を考慮して設計。季節を問

アスピブナン

http://www.iizukaco.co.jp

アスピブナンは毒蛇に咬まれたり、蜂、蚊、
毒虫等に刺された時、毒液や毒針を吸引作

昨今マダニやスズメバチなどの被害のニュースが
急増しています。
このたびの展示会では防虫対策商
品にフォーカスを当てて展示いたします。
その他に
も登山用途以外にも防災用品として好評を頂いて
いるエスビット。1697年からの製造方法を忠実に
守るハルタホースのアックスなどを展示。
その他新
商品を多数取り揃えております。皆様のご来場を心
よりお待ちしております。

わず使用が可能。両面メッシュドアの本体
とレインフライのダブルウォール仕様、軽

量かつ丈夫なDIAポール、室内にラックポ
ケット装備等、機能盛りだくさんの逸品。2

人用と4人用の２サイズ展開、
どちらもフッ
トプリントが標準装備。
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株式会社 飯塚カンパニー
TEL.03-3862-3881

1 9 9 0 年 代 に 発 売 され た 名 作 H A L F
M O O N の 血 を引き 、2 0 1 9 年 H A L F
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冨士灯器株式会社

株式会社スター商事

TEL.06-6719-2281

TEL.03-3805-2651

http://www.milestone81.com

ご好評頂いております、
“超軽量USB充電式コ
ンパクトモデル”『MS-G1』300ルーメンに続
き、
ワンランク上の
『MS-G2』400ルーメンモ
デルを発売しました。是非ともその明るさ、軽
さ、使いやすさを体感してください。

https://www.star-corp.co.jp

「Close to you,close to nature.〜みなさまと共に、
自
然と共に〜」
これはスター商事の企業理念です。
みなさま

MS-G2

と自然と共に歩んできた42年、みなさまと自然に育てて

超軽量USB充電式のマルチファンクション
モデル、
明るさ400ルーメン。
¥4,800+税
重量：28g
カラー：ミッドナイトブラック
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頂いたスター商事が世界中から選び抜いたブランド達の
新製品と展示会限定企画を準備しております。次年度に
向けたスター商事の新しい試みも本展示会で発表させて
頂く予定ですので、是非ともスター商事ブースにお立ち寄
りください。
ご来場心よりお待ちしております。
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ナガトモトレーディング株式会社
TEL.045-943-4038

http://www.nagatomo-trd.com

弊社は1996年創業以来、
主に欧州の優良アパレルメーカーの国
内 事 業 の 立ち上 げ 及び 運 営に携 わってまいりました。現 在
Aquapac防水ケース
（英国）
をはじめ、
SealSkinz防水ソックス・
グローブ
（英国）
、
HAD ネックウォーマー
（ドイツ）
Kidney Karen
ウエストウォーマー
（ドイツ）
等のブランドを中心に国内アウトドア・
スポーツ関連の市場向けに事業を展開しています。HADネック
ウォーマーは、
発売開始から20周年を迎え、
新たにThermolite®
素材を使用した NEXT LEVEL シリーズの発売を開始し商品ライ
ンナップが益々充実しました。
国内市場においても2020年に向け
て、
事業拡大を図っていく所存です。
今回ブース内にできるだけ多く
の種類の製品を展示してご覧いただけるようにいたします。

HAD Neck Warmers
2019年、HADネックウォーマーは発売開
始から20周年を迎えました。500種類を
超える多種多様な機能やデザインでアウト
ドアのあらゆるシーンに対応しており、欧州
市場において多くの著名なアスリートにも
愛用されています。
また素材・デザインから
縫製まで、全ての工程をドイツ国内工場で
一貫生産しており、高い品質を保っていま
す。ドイツ製

株式会社ハイマウント
TEL.03-3667-4545

https://highmount.jp/list

コーヒー、
ファニチャーを中心としたライフス
タイルの提案を行います。
アウトドアシーンで
はもちろん、
ご自宅でも便利に使える商品をラ
インナップ。
ハイマウント商品の幅は多岐にわ
たり、多彩なカテゴリーを展開しております。
展示会では新製品の発表や実演会の他、
その
場限りの限定受注会も行います。様々な展示
をしてお待ちしております。

用で抽出する応急手当器具です。
キャンプ
などアウトドアライフで、医師の手当てを受

けるまでの応急処置として必携品です。
ア
スピブナンはフランスで最も権威ある発明

コンクール《コンクール・レピーヌ》におい
て、1983年に金賞を受賞しています。
フラ
ンスで発売されてから約30年使われ続け
ています。
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株式会社ジェットスロウ

シダスジャパン株式会社

TEL.042-659-0262

TEL.045-263-9559

http://www.jetslow4wear.com

世界旅、
それに伴うアクティビティとキャンプ
スタイルを伝えるブランド。
サプライズのある
「ものづくり」
をしております。

https://sidas.co.jp

ライター、
アングラーとして活躍中の横沢

「360 FOOT COMFORT」
シダスは足の快適を可能な

テッペイ氏が常日頃から、推してきたミニ
鉄板。
コンパクトに持ち運べ、
また準備、片

限り高めるため、
アナライズマシンでの計測＆分析からあ
なたに合った1足を仕上げるためのインソールやソックス

付けが大変素早くでき、
しかも肉や野菜が

を提案。
またフットケアグッズやサンダル・ルームシューズ

美味しく焼けるテッパンです。

等、充実したラインナップであらゆるシーンに対応します。

¥4,241+税 / ¥3,648+税
重量：1000g / 600g

スポーツパフォーマンスの向上だけでなく、
トラブル対策
や日常生活を快適に過ごすためのプロダクトを創造しま

サイズ：2サイズ
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す。

3Dサンダル フライデーDC
立体形状のインソールを搭載したリカバ
リーサンダル。硬度の異なる4層のクッショ
ンがサポート力とソフトさの相反する性能

を一つに。
フィット感等、一般的なスポーツ
サンダルにない効果が実証されました。
¥8,500+税 サイズ：38〜44

カラー：ブラック・カーキ・ネイビー
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新富士バーナー株式会社

ゼット株式会社

http://www.shinfuji.co.jp/soto

https://zett.jp/

TEL.0533-75-5000

「炎の総合メーカー」
としてあらゆるアウトド
アシーンに最適な炎を追求し、更なる進化を
遂げたストーブおよび、
ストーブにマッチする
ギアをお披露目予定です。

TEL.03-5687-8655

Buff®
（バフ）
は1992年、
スペイン・バルセロナから北西に60キロ
ほど離れたイグアラダにてスタートしました。 オートバイレースに
出場していたBuff®創設者、
Joan Rojasは、
もっと使いやすいマ
フラーを自分のために作ろうと、
継目の無い新しいヘッドウェアを
開発したのがBuff®の原点です。
スタート当初は、
スポーツ愛好
家、
特にアウトドアファンやスキーインストラクター仲間の手に渡
りました。
その後、
改良を重ねながら多機能ヘッドウェアとして販
売されるようになり、
1995年より海外進出。現在では世界70カ
国、
2万店を超える店舗で商品展開するブランドに成長しました。
プロダクトはネックウェアをメインアイテムとし、
キャップ、
ヘッドバ
ンド、
ハット等、
主に首から上のアイテムだけのブランドとなります。

レギュレーターストーブ
FUSION ST-330
「レギュレーター」
「 耐風性」
など、
これまで
SOTOが培ってきた技術を融合させた分離
式シングルバーナー。
¥9,000+税
重量：250g
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NECK WEAR "CoolNet UV+®"
STAY DRY, STAY COOL

SUN PROTECTIONーハイレベルな紫外
線プロテクション
「UPF 50+」

COOLING EFFECTー水分の蒸発と耐熱

の除去によりクールでドライで快適な状態

を保つ革新的生地
95% RECYCLEDープラスチックペットボ

トルからリサイクルされたポリエステルを
使用したサステナブルデザイン
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キャンパルジャパン株式会社

株式会社エバニュー

https://www.campal.co.jp

http://www.evernew.co.jp

TEL.03-6666-2937

TEL.03-3649-3181

1 9 1 4 年 創 業 の 老 舗アウトドアブランド
「ogawa」。
変わらない品質と新たな挑戦を形にした、
2020年モデルの新商品展示を致します。
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登山を背景とした軽量な製品にこだわりを
持って今年も提案させていただきます。登山
入門者からULハイカーまで満足させる商品
展開を目指し自社製品、海外ブランドもより
充実させています。また、新たに大人のソロ
キャンプで使えるグッズも展開していきます。

adidas / FIVETEN・adidas / TERREX

UL / ALUナベ700
おいしく調理出来て軽量。最高の完成度と
の評価をいただいた自慢の一品です。
¥4,900+税
重量：106g

サイズ：内径12.1cm 深さ6cm
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RAIDLIGHT・TECNICA・BEARPAW

ミヤコスポーツ株式会社
TEL.03-3863-6811

http://www.miyakosports.co.jp

登山、ハイキング、
キャンプ用品など幅広い商
品を紹介させて頂きます。当社の新規取扱い
メーカー・ブランド・既存取扱ブランドの新商
品、
を中心に展示します。他アウトドア展示会
では見かけないメーカーや新ブランド・新商
品の展示し提案致します。

株式会社エイチシーエス

COLUMBUS・Collonil
SORBOTHANE・Mueller

TEL.03-5200-0770

http://www.hcsafe.co.jp

Energizer・HybridLight・Cores

1971年、世界初の吊り下げ式ドームテントを発表して以
来48年、DUNLOPテントは山岳テントとして丈夫さ、耐
久性を重視して脈々と受け継がれています。一方、2004
年、Puromonteブランドを発表。軽量・コンパクトを主眼
に置いたテントを中心に、GORE-TEXﾚｲﾝｳｴｱｰやシュラ
フ・マットなど、登山の道具としてクオリティーの高い製品
企画を目指しています。2020年はDUNLOP・VSシリー
ズの限定モデル（両側入口タイプ）
をNEWカラーで発表
するとともに、
GORE-TEXレインウェアもメンズ・ウイメン
ズともに新たなモデルを発表いたします。

ALADDIN・CLASS-５・フルクリップ
ショーワグローブ・180S
green glass・PERFECT POTION
GONTEX・サプリ・食品など
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VB-20
高通気素材の3レイヤーを使用した結露の
少ない超軽量シングルウォールテント。
¥52,000+税
重量：1140g カラー：グリーン
サイズ：間口205 奥行120 高さ100㎝
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株式会社アウトリンクス
TEL.0428-76-3080

https://www.ferrino-jp.com

1870年創業のイタリアの登山ブランド
「FERRINO(フェリーノ）
」
の正規取り
扱いを2018年末よりスタートしました。同郷のラインホルト・メスナーや極
地冒険家のボルゲ・オズランドらをサポートしてきたブランドで、
多くの登山者
に受け入れられやすいクラシカルなデザインを継承しつつも高い機能性を備
えた作りで、ヨーロッパや南米では多くの信頼を獲得しています。今回は
2018年にザックのデザイン賞を受賞した完全防水バックパック、ISPOでも
注目度の高かった新作アルパイン・パックを中心に、
その他の代表的なバック
パックとアパレルの一部を展示予定。
また、
「クライミングからデイユースまで」
をコンセプトに、
フェリーノが展開するクライミングウェア・ブランド
「Rock
Slave(ロックスレイブ）
」
の大半のラインナップもお試しいただけます。

ULTIMATE 38(アルティメット38)
HDryを採用した100%防水で、
イタリアに
おいて登山ザックのデザイン賞を受賞した
アルパイン向けバックパック。弱点のないシ
ンプルな形状でありながら、
アルパインに
いおいて刻々と変化する荷物の量を想定
し、スピーディーかつローリスクの山行を
可能にする超ハイスペック。悪天から逃れ
られない状況にあっても中身を濡らさず、
困難な目標の実現を可能にしてくれる。

ユニバーサルトレーディング株式会社
TEL.048-225-7756

https://www.universal-trading.jp

ストーブやチタン製クッカーのEPIgas、焚き
火やアウトドアで活躍するDUGのクッカー、
ユニークでコンパクトなデザインのdeejo・
baladeoのナイフ等をご紹介いたします。
ま
た、
アウトドアフィールドでの実際の使用シー
ンを想定しながら、各商品を組み合わせた活
用方法等をご提案いたします。

REVO-3700ストーブ
1 9 6 1 年 に イン グ ランドで 生 ま れ た
EPIgasは、1994年から日本国内でストー
ブの生産を開始。現在に至るまで信頼でき
る製品を製造しています。
¥9,500+税 重量：111g

