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本格的なアクティビティを可能にする
山岳がほど近いノースバンクーバーに
て、1989 年に設立。当初はロー
カルクライマーの集団であったが、
今や意欲的なデザイナーや開発者な
どからなるシンクタンクに。とはいえ、
厳しい環境に耐え得るモノ作りという
志は変わらず。1 つのプロダクトが
完成するまでに、デザイナーが何度
もフィールドテストを行い妥協を許さな
い。ブランド名の由来は始祖鳥。ハ
虫類で初めて飛ぶための羽を持った
始祖鳥のように常に進化を続ける。

Arc'teryx

発祥国：カナダ
（問）アークテリクス／アメア スポーツ ジャパン
tel：03-6831-2720

アークテリクス

Alpha SV Jacket

過酷な環境となるアルパインクライミ
ングを想定し、GORE-TEX® Pro を
採用したブランドを代表するジャケット。
表生地やファスナーを改善しさらなる強
靭性と快適性を追及。￥115560

Cerium SL Jacket

コレクション中、最軽量を誇るダ
ウンジャケット。超圧縮パッケー
ジに 850 フィルのグースダウン
を封じた、アウトドアで汎用性
の高いモデル。乾燥した環境の
ミッドレイヤーに最適。￥51840

Venta Glove

3L WINDSTOPPER® にハイロフト 
フリース素材を採用し、通気性と保
温性の両立に成功。装着したままタッ
チスクリーンが操作できるよう、親指
と人差し指にはセンサーが。￥10800

P008

DENALI JACKET

アウターシェルのベンチレーションと連
動する脇下ジッパーや、胸部のダブル
バーチカルポケットといったギミックが
秀逸。オリジナルと同じ表面素材を採
用したのもツボ。¥19440　

MOUNTAIN
JACKET

マイナーチェンジを続け、今も
ユーザーから愛されている定
番。ゴアテックスの 2 層構造
を取り入れ、表面には DURA 
PLUS TECHNOLOGYまで
採用しており、屈強さはピカイ
チ。￥51840

P010

1966 年にサンフランシスコで産
声を上げた直後は、まだ非力な
メーカーだった。しかし、しばらくし
て発売したスリーピングバッグが大
ヒット。高品質なうえ、最低温度
規格表示の明記が反響を呼んだ
のだ。そして、世界初のドーム型
テントの開発。イギリス・カナダ
合同隊によるパタゴニア遠征で採
用され、さらにブランドの名を高め
た。その後、アウトドアに必要な
ウエアとギアを次々と発表。’90
年代以降はファッション界にも強
い影響力を持つほどに成長した。

THE NORTH FACE

発祥国：アメリカ
（問）ゴールドウイン カスタマーサービスセンター
　　0120-307-560

ザ・ノース・フェイス

NUPTSE JACKET

’92 年発売のオリジナルと同じ表面素材
で復刻させ、クラシックな雰囲気が漂うよう
に。600フィルパワーの天然ダウンが詰まっ
た、迫力あるシルエットも魅力。¥34560

P015 P014

Helly Hansen
ノルウェーの商船隊の船長だったヘリー・J・ハ
ンセンが、1877 年にオイルスキンクロス＆キャ
ンバス工場を設立したのが起源。セイルキャン
バス製の消化バケツから始まり、19 世紀に入
ると世界初の完全防水ウェアを商品化。海が
戦場のセイラーのみならず、すべてのアウトド
ア愛好家から信頼されるようになった。

発祥国：ノルウェー
（問）ゴールドウイン カスタマーサービスセンター
　　0120-307-560

ヘリー ハンセン

SALT JACKET
往年のライフジャケットを再構築し、
よりモダンなスタイルへ。大きなロ
ゴやリフレクター、驚異的な防水
性能など、オリジナルが持つ魅力
はしっかり残している￥25488

正しく修正した内容

サイドゴアブーツ

履きこむほどに足に馴染む、シ
ンプルで使い勝手のよい一足。
悪天候や、アウトドアシーンでも
活躍。一足持っていれば、頼り
になる存在だ。¥23000

オーストラリア南東部、自然豊かなタ
スマニア島で生まれたサイドゴアブー
ツ。耐久性はもちろん機能性、そし
て高いオリジナル性を兼ね備えた一
足。フィールド、タウンユースを問わ
ず重宝するスタイリッシュなデザイン。

Blundstone

発祥国：オーストラリア
（問）シードコーポレーション
tel：054-238-3359

ブランドストーン



P023P039

スタイカ（上）
自立式の 2 人用ドームテント。出入口が 2
つあり、各サイドに荷物置き場、調理スペー
スとして使える前室を備える。大型の吸排気
口が天井にあるので換気も抜群。￥149040

アトラス（下）
天井高 2m、ブランド最大の
8 人用自立式ドームテント。
モジュラーシステムを採用して
いるので、同テントをつなげ
て巨大なベースステーション
の構築もできる。￥367200

1971 年に「Hilleberg the Tentmaker」を
設立、テント造りひと筋 40 年の老舗ブランド。
通常のナイロン素材の約 7 倍の引き裂き強
度を誇る素材「ケルロン」をフライシートに採
用、強度と驚異の軽量性を両立。またインナー
テントとフライシートを一体にしたダブルウォー
ル構造のギミックを開発し、暗闇や強風に見
舞われた最悪な状況の中でも1 人で簡単に
設営できるテントを実現した。極地遠征隊や
特殊部隊などにも愛用される実績を持つ。

HILLEBERG

発祥国：スウェーデン
（問）エイアンドエフ
tel：03-3209-7579

ヒルバーグ

P024

ウォッシュバッグ

重量わずか 140gという世界
最小・最軽量の洗濯袋。使
う水の量も少なく、洗濯機並
みの洗浄力を持ちながら衣服
を痛めにくいのも魅力。使わな
い時は小さく畳める。¥7452

ブランドの代名詞でもあるウォッシュバッグは、設立者がキリマンジャロ
の登山を計画している最中にアイデアが生まれたというもの。実用的
なプロダクトはもちろん、チャリティなどへの意識も高い気鋭ブランド。

Scrubba

発祥国：オーストラリア
（問）ノマディクス
tel：048-767-3195

スクラバ

P018P028

陸上やトライアスロンのトップアス
リートのウエア、スキー用のジャケッ
トなど、常に最先端の機能と技
術を結晶させた商品を製造してきた

〈デサント〉が手がけるハイスペッ
クライン。機能とデザインを融合
させた革新的なウエアをラインナッ
プしている。

発祥国：日本
（問）デサント ブラン代官山店 
tel：03-6416-5989

DESCENTE ALLTERRAIN
デサント オルテライン

ストーム

熱接着ノンキルト加工とシームテー
プ加工で、高い耐水性を持つダウ
ン。胸とフード部分にデザインされ
たストリームラインが、雨天時に水
滴の流れを抑制する。¥127440

P018

ECHROCK GTX

軽量かつ堅牢なGORE-TEX®Proを採用す
る。アルピニストやバックカントリースキーヤーな
ど、冬季フィールドで高い心拍数での運動が必
要になるアスリートのために作られた。¥69336

アディダスアウトドアが誇る、アスリー
トのために作られた最高峰のカテゴ
リー。どのアイテムも過酷な環境に
おける厳しいテストをパスしており、
あらゆるアクティビティで自由に動く
ためのサポートをしてくれる。特にラ
ンニングやクライミングなどに強い。

adidas

発祥国：ドイツ
（問）アディダスグループ お客様窓口
tel：0570-033-033

アディダス

1995 年に創業し、手軽に火起こしができる「ファイヤースチー
ルスカウト」を販売。スプーンとフォークとナイフが一体になった

「スポーク」や三角の形が特徴的なランチキットなど、北欧
特有の温かみのあるカラーリングと形状で人気を博している。

LIGHT MY FIRE

発祥国：スウェーデン
（問）ハイマウント
tel：03-3667-4545

ライトマイファイヤー

ファイヤーナイフ
ブラック

スウェーデンの老舗ナイフ
メーカー「MORA」のナイ
フにファイヤースチールを付
属。ナイフの刃先でスチール
をこすって着火するので、女
性でも使いやすい。¥5184

フィストラル

両サイドに前室を完備し、さら
に両開きで通気性もアップさせ
た 1 ～ 2 人用の新作モデル。
エアフレーム構造によって実現
したスピーディなセットアップは、
まさに唯一無二。¥70200

ポールレスのエアフレーム構造テントで話題
を呼ぶ、ドイツ発のアウトドアブランド。創
業者はステファン・クラウスとステファン・シュ
ルツの 2 人のステファン。彼らが学生当時
にポルトガルの海で思いついたアイデアが
きっかけで、2009 年から製品化への開発
を進め、その2 年半後にデビューを果たした。

HEIMPLANET

発祥国：ドイツ
（問）スライブ
tel：044-789-9328

ヘイムプラネット



P057

Umbrella Bottle
折り畳み傘をイメージした、軽量でスマート
な真空断熱 2 重構造ボトル。￥2376

発祥国：日本
（問）カメイ・プロアクト
tel：03-6450-1515

thermo mug
サーモマグ

アメリカのオフィスや家庭で愛用されている、デ
ザイン的にも優れた 2 重構造のマグ＆タンブ
ラーが主力アイテム。冷温両方を長時間維持
でき、吸口から直接飲める開閉蓋付き。しかも
中身がこぼれにくく、場所を選ばず使用できる。

P054

Aether smock 
3レイヤーの防水透湿素材、
イーベントを使ったハーフジッ
プタイプのスモック。￥42120

発祥国：日本 
（問）ノマディクス
tel：048-767-3195

OMM
オーエムエム

ブランド名の由来は、英国で実際に開催さ
れているレース名より。雨の多い英国でも最
高のパフォーマンスが発揮できるよう、さまざ
まな配慮がなされたアイテムを展開している。

P049

ライドワン　ソーラー アルチ コンパス　
GO OUT 限定モデル（ネイビー）
コンパス、高度・方位・気圧・温度計、クロ
ノグラフを備えたアウトドアウォッチ、“ライドワ
ン”。ソーラー駆動なので環境にも優しく、軽
量でストレスフリーなのもありがたい。￥30240

「スポーツを楽しむための時計でありたい」
をコンセプトに掲げるウォッチブランド。都
市生活者向けのランニングウォッチやアウト
ドアフィールドで活躍するモデルなど、様々
なスポーツシーンを手元から支えてくれる
時計には、洒落者たちにもファンが多い。

SOMA

発祥国：日本
（問）セイコーウオッチ お客様相談室
　　0120-181-671

ソーマ

P049

リバーシブルナップサック
定番のシュラフは、左右のジップと裾のドローコー
ドの開閉で、着用したまま歩くことが可能な優れ
もの。保温性の高い中綿入りで寝心地も快適で、
リバーシブルと言うのも嬉しい 1 着。¥21384

発祥国：アメリカ
（問）キャンバス
tel：03-5639-9669

フォトグラファーのベンジー・ワグナーとカーマ・ヴェラ
の 2 人が、そのライフスタイルの中で関わるアウトド
ア・サーフ・スケート・スノーボードなどのシーンに着
想を得て、2010 年よりスタート。ポートランドらしい
温もりと、先鋭的で遊びの効いたデザインで、従来
のアウトドアブランドとは一線を画す存在として、各
分野のエキスパートからも支持されている。実用的な
ギアはもちろん、センスの良いグラフィックも出色だ。

POLeR
ポーラー

P042

Zライトソル レギュラー

コンパクトなアコーディオン式収納のクロー
ズドセルマットレスは、アルミ蒸着を表面に
施すことにより断熱性が向上。そうでない物
と比べて暖かさが 20% 増加した。¥7776

発祥国 : アメリカ
（問）モチヅキ
tel：0256-32-0860

アウトドアキャンプや登山など屋
外での睡眠に必要不可欠な、
マットレスやコット、ピローなど
の快適性を科学に追求するブ
ランド、サーマレスト。常に快
適な革新とクオリティを持つマッ
トレスを開発する、屋外睡眠の
リーディングカンパニーなのだ。

THERMAREST
サーマレスト

P042

チャコール 
ゴーエニィウェアーグリル

ブランドの中で唯一の四角
型。脚は折り畳めるのでコン
パクトに持ち運べる。￥14904

1952年、創業者ジョージ・スティー
ブンがケトル型のグリルを発明。す
ぐに評判を呼び、ウェーバーシリー
ズはアメリカで 60% 以上の驚異
的なシェアを誇る定番ブランドに。

weber

発祥国：アメリカ
（問）エイアンドエフ
tel：03-3209-7579

ウェーバー



ジム パック
背負いと手持ちの 2WAY で使
え、豊富な収納力と細やかな
ポケットの配置が嬉しい 1 品。
開口部はドローコード式なので、
荷物が多くても開閉や出し入れ
がスムーズに行える。￥47520

徹底的に頑丈で機能的ながら、軍物のリ
プロダクションではなく、その品質を街中
で最大限に生かすために配慮がなされて
いるのが、同社のラゲージの最大の魅力
だ。製法、パーツに至るまでタフさをダイレ
クトに感じさせ、さまざまなスタイルにマッチ
するデザインへと昇華されたバッグは、長
きにわたって付き合える相棒となるはずだ。

BRIEFING

発祥国：日本
（問）セルツリミテッド
tel：03-3448-1330

ブリーフィング

P063

ZURICH
1966 年、同社 2 モデル目のサンダルとして生まれ
た傑作で今年 50 周年を迎える。天然コルクを使っ
たフットベッドは履くほど足の形に馴染んで快適さを増
していく。レトロなスエードの表情も秀逸だ。￥16000

いまやサンダルの王道ブランドとして老若
男女に認知されているビルケンシュトック。
しかし、240 年にも及ぶブランドの歴史
の中で、サンダルを作っているのは直近
の半世紀ほどのこと。その歴史は 1774
年、創始者のヨハン・アダム・ビルケン
シュトックが「臣民の靴職人」として教
会の公文書に記されたことからはじまった。
1896 年に柔軟性をもつ革新的なコルク
の中敷き「ブルーフットベッド」を生み出し、
その履き心地へのこだわりは、同社のサ
ンダル作りにも、確かに息づいている。

BIRKENSTOCK

発祥国：ドイツ
（問）シードコーポレーション
tel：054-238-3359

ビルケンシュトック

P064

P065

2011年にPCケースを主力としてスター
ト。”ファッショナブルで機能的、使って
いて楽しい気分になる”をコンセプトとす
る。アパレルのように季節に応じた素
材選びを行い、色や柄、形までデザイン。

BIMO

発祥国：日本
（問）サーチディストリビューション
tel：06-6310-3239

ビモ

Multi pocket

iPad miniや書類をスマートに収納
可能。ケース内側には持ち運び
用ハンドルまで装備する。￥7344

P065

南カリフォルニアの高校で出会っ
た二人組が2010 年に設立した新
レーベル。iPhone や iPod にまつ
わる機能的なガジェットなどで、一
躍人気ブランドへと駆け上がった。

HEX

発祥国：アメリカ
（問）オーバルトレーディング
tel：06-6450-8540

ヘックス

SUPPLY ORIGIN
BACKPACK

MacBookを始め、PC や電子
機器のプロテクトに重点を置いた
機能的なバックパック。メインポ
ケット内側には緩衝材が入り、パ
ソコン収納に最適。大きな開口
部で使い勝手もよし。￥12960

P066

60/40 Samue

作務衣を60/40グロ
グランでメイク。ライト
フリースやタフタ素材な
どを裏地に。￥28080

クラシックな欧米のスタイルを継
承しつつ現代的に再構築する、
2003 年始動のブランド。仕事が
丁寧な日本メイドにこだわり、着るほ
どにアジが増すモノ作りを目指す。

*A VONTADE

発祥国：日本
（問）Bricklayer
tel：03-5734-1098

アボンタージ

P061

街から山へ繰り出すためのアプロー
チシューズ、グラミチ フットウェア。
タウンユースに馴染むスタイリッシュ
なフォルムに仕上げられていて、
本格アウトドア派にもアーバンアウト
ドア派にも整合する、現代的アウ
トドアスタイルを提唱しているのだ。

GRAMICCI FOOTWEAR

発祥国 : アメリカ
（問）インス
tel：03-5772-7404

グラミチ フットウェア

GABBRO
シュータンにはクッション素材を組み合わせ、
通気性と足当たりの快適性を実現。さらに
両サイドにベンチレーションホールを設ける
ことで、足ムレを軽減してくれる。¥14580



P076

1956 年、日本発の南極観測隊の
装備を支えたポールワーズ。その後、
2013年にはアウトドアブランドとして
の本格的な展開を開始した。中で
も抜群の保温性と機能性を誇るダウ
ンの品質は、他の追随を許さない。

POLEWARDS

発祥国：日本
（問）ザンター
tel：03-3410-8808

ポールワーズ

ポラリス 2ジャケット
第 54 次南極観測隊に提供
されたサンプルモデルをアップ
デートした“ポラリス2ジャケッ
ト”。同作の前作から不要な部
分を外し、防風用のファーをフー
ドに配した 1 着。￥145800

P077

P075

hobo×ARAITENT 
シェルパ 38L 
バックパック
日本の老舗登山用具メーカーとのコラボ
は、ブランド切っての人気シリーズ。この

“シェルパ”はその第 1 作目として登場
したモデルだ。タフでも軽量なセルスパ
ン®ナイロンを使用している。￥29500

2004 年にブランドが設立。デザイナーは朝倉秀
樹。当初から今日まで、経年変化や風合いの良さ、
実用性に重きを置いたバッグや小物作りを貫いて
いる。過剰な装飾に頼らないデザインながら使い
込むことで唯一無二の表情に育っていく、日常に
根ざした物作りで、今もファンを増やし続けている。

hobo

発祥国：日本
（問）ベンダー
tel：03-6452-3072

ホーボー

P072

SWING L
チェスト、ショルダー、ウエストバッグとして 3WAY で
使えるので、あらゆるアクティビティに対応。生地に
はテフロン加工による耐久撥水とPUコーティングを施
し、縫製箇所も減らすことで雨に強い作りに。￥6000

「さあ、荷物を詰め込んで出か
けようぜ！」という旅立ちのメッ
セージを込めた、”Let’s Pack 
And Go！”がブランド名の由来。
2011 年にスタートし、シンボル
は折り紙の手裏剣。創造性と
機能性を示すと同時に、日本
から世界に通用するギアを送ら
んとする意思も表現している。

PaaGo WORKS

発祥国：日本
（問）パーゴワークス
tel：042-312-2865

パーゴワークス

P069

 “アフタースノーボード”をコンセプトに
掲げ、1998 年にスタートしたフットウェ
アブランド。スケートやサーフなどのエ
クストリームシーンや、ストリートをはじめ
とする様々なカルチャーとリンクしたクリ
エイションに磨きをかけ、今年よりブラ
ンドの再構築を進めている。

gravis

発祥国：アメリカ
（問）グラビス
tel：03-3476-5638

グラビス

ターマック AC
サイドに配したベンチレーションが
目を引く“ターマック”。緩衝性に
優れたインソール、“C9 Lv2”や、
着脱をスムーズにする“EASY 
ON EASY OFF SYSTEM”を
採用した機能派モデル。￥9720

コーチジャケット
コットン素材を採用したコーチジャケットは定番として人気
のアイテム。バックにスクリプトロゴが施され、背面スソ
にはグローブなどを収納できるポケットを配置。¥18900

2008 年にニューヨークのダウ
ンタウン、ロウアーイーストサ
イドに小さな自転車屋として誕
生。アメリカをはじめヨーロッパ
遠征もする本格的なチームライ
ダーを有し、自転車カルチャー
に特化したアパレルを展開す
る。ライダーの意見を取り入れ
たアイテムからは自転車乗りら
しい絶妙なヒネリが感じとれる。

CHARI & CO

発祥国：アメリカ
（問）チャリアンドコー
tel：03-6433-5912

チャリアンドコー

P066

シャドウ オリジナル
 “ジャズ”と並ぶサッカニーのロング
セラーモデル、“シャドウ”。1985 年
の登場時にはその機能性が反響を
呼び、今日では多くの洒落者たちの
足元を飾る存在になった。￥10260

ランニングに特化した物作りを行う
アメリカ最古のアスレチックシューズ
ブランド、サッカニーが創業したの
はアテネオリンピックが初開催され
た 2 年後、1898 年のこと。その
名はブランドが生まれたペンシルバ
ニアの川に由来し、サイドに入るお
馴染みのアイコンも、やはり同様だ。

SAUCONY

発祥国：アメリカ
（問）サッカニー・ジャパン
tel：03-3476-5674

サッカニー



P080

ワンダージャケット
ツイル素材のミッドレングス・ミリタ
リージャケットとショート・キルティン
グジャケットのセットで、合体させ
ても着用可能。世界中の旅人に
向けてデザインされた。¥39800

オーストラリア東海岸沿いの小さなコ
テージにて、アフターサーフスタイルの
先駆者であるジム・ミッチェルを軸に、
当時先鋭的だったブログなどを通じて
集まったアーティストたちによって結成。
そんな背景を持つブランドだけに、洋
服 1 着ずつでデザイナーが異なるとい
う、非常にユニークな側面を持つ。

TCSS

発祥国：オーストラリア
（問）PORT of CALL 代官山
tel：03-3461-2822

ティーシーエスエス

P083

世界初の液体封入式コンパスを開発し、1936 年に創業
した。’39 年に始まった冬戦争ではフィンランド国防軍から、
コンパスや傾斜計など正確無比な小型計器の注文が殺到。
1965 年には世界初のダイビング用コンパスであるSK-4を
発表し、その後海中での計測技術を陸に上げ、アウトドア
で必要な数値を測定する腕時計型スポーツウォッチのパイオ
ニアブランドへ。現在ではミリタリー、アウトドア、ライフスタ
イルなど、様 な々ジャンルに対応するギアを送り出している。

SUUNTO

発祥国：フィンランド
（問）スント カスタマーサービス
tel：03-4520-9417

スント

TRAVERSE ALPHA
GPS/GLONASS ナビゲーションが、見知らぬ土
地でも安全にガイド。月齢カレンダーや発砲場所記
録、天候傾向インジケータなど、ハンティングやフィッ
シングに便利な機能も充実している。￥74520

P084

デザイナーが少年時代から今まで生きてきて、心
動かされた経験や音楽、仲間、ストリートカル
チャー、スケートボードなどから学んだインスピレー
ションを投影。エプロン、キャップ、フードウォーマー
といった、ほど良くポップなグッズを多数展開する。

BELLWOODMADE MFG CO

発祥国：日本
（問）スコープドッグ 236
tel：052-835-0236

ベルウッドメイド MFG CO

サコッシュ
手帳やウォレット、デジカメなどの収納にジャ
ストなサイズで、同型異素材のバリエーショ
ンが豊富に揃う。外側にはより細かいア
イテムに適したポケットが 3 つも。￥4212

P084

スケートボードやサーフ、ロック、ネオビートニク
など様 な々カルチャーが入り交じり、進化を続け
る都市、カリフォルニアの空気感をウエアデザ
インへと昇華させるブランド、ダウンオンザコー
ナー。オルタネイティブな思想や価値観を内包
した L.A.で、ダウンオンザコーナーは 1996 年
にスタートした。そんな伝説の L.A.ブランドは、
惜しまれつつも一時期休止。しかし休止期間を
経て、2016 年に再び始動。今後の動向から
目が離せない重要銘柄だ。

DOWN ON THE CORNER

発祥国：アメリカ
（問）ソーズカンパニー
tel：03-5724-5712

ダウンオンザコーナー

フーデット コーチジャケット
”GOOD LIFE”
ウォータープルーフ素材を用いたフーデッドナイロンウィン
ドブレーカー。春先から秋口まで、合わせるスタイルを選
ばず長く使えるユーティリティアウターと言える。￥16200

P079 テラアーミー
ナイロンのウェビングベルトの配色
が軽やかな一足は、履き始めから
足に馴染む、立体的なフットベッド
が快適な歩行をサポート。グリップ
力が高いのも魅力的だ。¥15660

長年、チェコの自社工場でのハイクオリティ
なサンダル作りを続け、世界中に愛用者を
増やしてきたトリオプ。オリジナルのソール
を開発していたり、母国のトップクライマー
たちが同社のシューズを愛用していることか
らも、その品質へのこだわりがうかがえる。

TRIOP

発祥国：チェコ
（問）バーリオ
tel：075-354-6604

トリオプ

P079

Classic Messenger
創始者が’94 年に完成
させたスリーパネルの意
匠は、今でも代表作とし
て人気が高い。ウォー
タープルーフのライナー
や片手で操作できるスト
ラップなど、機能面も高
評価。￥14040

シスコのメッセンジャーだったロブ・ハニーカットは、1989 年に初めてメッセンジャーバッ
グを自作。アフリカのトンブクトゥとインディーズバンド Timbuk3から、ブランドネームを導
き出した。現在、アメリカのメッセンジャーバッグカテゴリーではシェア率トップを誇っている。

TIMBUK2

発祥国：アメリカ
（問）ゼット株式会社　
　　 お客様相談センター
tel：0120-276-010

ティンバックツー
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TYPE 3 SHERPA 
TRUCKER LUCKY TOWN SHERPA

いわゆるサードタイプのデニムジャケットにボアをライニングした
シェルパトラッカーは、リーバイス®が誇るロングセラーのひと
つ。その汎用性と完成度の高さに疑う余地はない。￥15000

言わずと知れたジーンズの代名
詞的存在は、サンフランシスコ
が発祥の地。1873 年にはリ
ベット補強を施したデニムパン
ツの特許を取得し、1890 年
には不朽の名作、501® のロッ
トナンバーを商品に冠してい
る。その後多くの名品を作り続
け、米国の近代史とも密接に
関わりながら、今日の不動の
地位を得るに至った。

Levi’s®

発祥国：アメリカ
（問）リーバイ・ストラウス ジャパン　　
　　0120-099-501

リーバイス®

P097

メモリーピーチ オッド 
ジョブ フラップ コーチジャケット

前立て部分のカッティングやポケットフラップの形
状に遊び心が伺える一着。実際にポケットの開閉
がしやすくなっていて、形状記憶糸を使用した生
地はシワにならず撥水性も備えている。￥51840

某ドメスティックブランドに身を置き、
キャリアと経験を積んできたデザイ
ナー、藤崎尚大が独立後、2014
年よりスタート。「身体に最も近い
道具」、「 デザインは目的ではなく
手段」をコンセプトに掲げ、機能素
材や高い技術力を駆使した物作りを
得意とする。本年には、新鋭デザ
イナーの登竜門にもなっているＴｏｋｙ
ｏ新人デザイナーファッション大賞プ
ロ部門で最高得点を得ると贈られる
東京都知事賞に選ばれている。

meanswhile

発祥国：日本
（問）ミーンズワイル
Email：info@meanswhile.net

ミーンズワイル

P099

サンディエゴ拠点のアクセサリーカンパ
ニー、"The Wheat Group" のメンバー
が監修する。効率性を重視したバッグ
作りに定評があり、ラップトップ PC やタ
ブレット、ヘッドフォンなど、様 な々ガジェッ
トを美しく収納できる。洗練されたデザ
インとユニークな構造の融合に注目を。

FOCUSED SPACE

発祥国：アメリカ
（問）サーチディストリビューション
tel：06-6310-3239

フォーカスドスペース

THE BOARD OF EDUCATION
しっかり洗いをかけたコーデュロイとキルティ
ングが絶妙なアジを醸す。大口径のメイン
コンパートメント、タブレット用ポケットなど、
使い勝手も極上。￥10584

P092

POP HIKER 
Middle Distance

ロールトップ形式で前面に大
きなメッシュポケットを配置し
た、２泊から３泊程度を想定
したモデル。￥23760

レジ袋をキューベンファイバーで作っ
たガサゴソバッグに代表される、ユ
ニークかつ個性的なユルいフレー
バーがひと味違う。”King of Mellow 
Hiking Gear”がキャッチコピー。

GREAT COSSY MOUNTAIN

発祥国：日本
（問）グレートコッシーマウンテン
Email：greatcossymountain@gmail.com

グレートコッシーマウンテン

P086

1915 年、シアトルにて誕生したアウトドアブ
ランド。寝袋などの生産を背景に持つだけに
ダウンアイテムに定評があり、現在これらの
アイテムはヴィンテージとして珍重されている。
2014 年にライセンスを取得したことで、当
時の雰囲気を残した新たな展開が始まった。

COMFY OUTDOOR GARMENTS

発祥国：アメリカ・日本
（問）LOSTHILLS
tel：03-6809-5582

コムフィー アウトドアガーメンツ

コムフィー
ダウンジャケット
ブランドの強みである堅牢な
造りを踏襲し、撥水加工を施
したリブ付きダウンジャケット。
重ね着の仕方によってサイズ
を変えられるアジャスタブルス
ナップを搭載。¥41040

P087

1862 年、ハンドメイドの農業用
ロープ開発から始まった約 150
年の歴史を誇るマムートは、スイ
ス発・世界基準高性能・安全性
に加えヨーロッパの美的感覚が
融合したアウトドアブランド。マムー
トは 150 年にわたり山のスポー
ツの安全性を考えぬいてきた。

Mammut

発祥国：スイス
（問）マムート スポーツ グループ ジャパン
tel：03-5366-0587

マムート

NORDWAND PRO HS
HOODED JACKET

GORE-TEX® Pro を使用した 3レイヤージャケット。通気防水
性と頑強さを向上させた新素材と、伸縮性のある生地の組み合わ
せにより、過酷な環境でもスムーズな動きを保証する。￥118800
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ヴィンテージ市場で圧倒的な人気を誇る同
ブランドを現代に蘇らせるため、2011 年か
ら日本国内で完全復刻プロジェクトがスター
ト。独自性あふれる素材“ビーチクロス”はコッ
トン 27％、ウール 73％の混合糸による豊
かな表情が最大の魅力となっている。

BROWN’S BEACH JACKET

発祥国：アメリカ・日本
（問）LOSTHILLS
tel：03-6809-5582

ブラウンズ ビーチ ジャケット

ローネックベスト
ヴィンテージのビーチクロスを
忠実に再現するため徹底的
に研究を重ねたオリジナル生
地を採用。シルエットは現代
的なアレンジにより着こなしや
すく仕上げている。¥34560

P107

アパレルデザインの視点から、“生
活＋デザイン＝ハッピー”をテーマに、
様 な々アイテムを新しいカタチに変え
るプロダクトを提案しているブランド。

NOMADO

発祥国：日本
（問）NOMADO
tel：047-474-8888

ノマド

今治ストールタオル
迷彩

タオルの名産地、今治で織り上
げた。UVカット加工済みだから
アウトドアで真価を発揮。￥3024

P108

LEXDRAY
レックスドレイ

発祥国：アメリカ
（問）ツナカンパニー
tel：06-6251-8008

サンフランシスコから高機能かつモダ
ンなバッグを発信。’11 年開始と新生
だが、次世代ブランドとしてスポットを
浴びている。全アイテム個数限定生
産で、それぞれにシリアルナンバーが。

Boulder Pack
充実の装備と人間工
学設計で本格トレイルに
も対応できる。生産数
500 個のみ。¥ 60480

P104

1947 年にアルプスで生まれ、スキーを
中心としたウインタースポーツを始め、マ
ウンテンスポーツの進化に貢献してきた。
今もトップ選手と共同開発したギアを次々
と発表。ユーザーから深く信頼される。

SALOMON

発祥国：フランス
（問）サロモン／アメア スポーツ ジャパン
tel：03-6831-2718

サロモン

WAYFARER 
MOUNTAIN PANT M 

伸縮性のあるリップストップによ
り、フィット感を向上させた。クラ
イミングに最適。￥15120

P104

ROC SPIRIT JACKET MEN
ゴアテックス®を採用し、防水透湿機能を備えた一着は、ラ
グランスリーブで動きやすく、脇下にはジップのベンチレーショ
ンを設けた高機能モデル。ポップな配色も洒脱だ。￥66960

かつてハンドメイドのバックパッ
クの手売りを行っていた創業者
が、1914 年にスタートしたアウ
トドアメーカー。プロのアスリー
トや冒険家などから成るホグロ
フス・フレンズと呼ばれるテスト
チームの協力の下、さらなる品
質の向上を常に目指している。

HAGLÖFS

発祥国：スウェーデン
（問）：アシックスジャパン 
　　  ホグロフス事業部
tel：03-6369-8885

ホグロフス

P106

1908 年、マサチューセッツ州モールデンか
らその歴史が始まったコンバース。湿地帯
が続き、降雪量の多いこの地域に適したラ
バーシューズの製造が最初の一手だ。次
第にスポーツ市場にも進出し、多くの名品
を生んできた。中でも定番のキャンバス オー
ルスターは来年で登場から100 年を迎える
傑作中の傑作だ。

発祥国：アメリカ
（問）コンバースインフォメーションセンター
　　0120-819-217

CANVAS ALL STAR HI
何十年もの間、ほとんどデザインや仕様の
変わっていない、スニーカーのマスターピー
ス。レトロなアイボリーのキャンバス製は、
定番カラー＆マテリアルのひとつだ。￥6264

CONVERSE
コンバース
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発祥国：アメリカ
（問）ハーレー
tel：03-5412-1781

Hurley
ハーレー

カリフォルニア、コスタメサの
サーフボードシェイパーだったボ
ブ・ハーレーがサーフカルチャー
全体をサポートするべく、1999
年にスタート。機能的なモダン
デザインが人気の秘訣だ。

ファントム ブロックパーティー 
ハイパーウィーブ エリート
ウエストバンドが進化したボードショーツの頂上モデル。
ストレスフリーながらパフォーマンスも抜群。￥17820

P113

作りたい物をつくる。欲しい物を見つける。そんなシン
プルな衝動から、2007 年にスタート。海外の工場で
実際に使われていた窓枠を鏡に加工したり、リサイクル
原料やリユース素材を使って新たな価値を創造する。

PUEBCO

発祥国：日本
（問）プエブコ
tel：050-3452-6766

プエブコ カッティングボード
マンゴーウッドとステンレスを
組み合わせたカッティングボー
ドは美しい木目が魅力的。
ひとつひとつ表情が異なる、
天然素材ならではの風合い
を楽しんで使いたい。￥3780

P113

稲塚勇介によって設立されたバッグブランド。
機能性と耐久性、そしてデザイン性を兼ね
備えたバッグ作りはファッションシーンにもファ
ンが多い。確かな生産背景に裏打ちされた、
機能美溢れる物作りは他の追随を許さない。

LORINZA

発祥国：日本
（問）ベストパッキングストア
tel：03-5773-5586

ロリンザ

トラベルポーチ

容量ごとに違ったナンバリングがなされ
たポーチは、旅行などで小物やアンダー
ウェアなどを管理するのに重宝するア
イテム。裏側はメッシュなので、開け
ずに中身を視認できるのも◎。上 _
￥4536、 中_¥3780、 下 _¥3024

P109

発祥国：アメリカ
（問）サーチディストリビューション
tel：06-6310-3239

ARCADE
アーケード

スノーボードやスケボーなどに対応する、半永久的に劣化しないゴムをメイン素材と
し機能的ベルトを生み出したパイオニア。カリフォルニア発信らしいラフさがウリ。

The Blackwood
ゴムにアセタールのバックルを配したベルト。
水に濡れても変質しないのが○。￥4104

P108

発祥国：イタリア
（問）AIRMONTE
tel：042-971-2180

MONTURA
モンチュラ

1998 年にイタリアで始動。ブランド
名はユニフォームを意味する。動きや
すい立体裁断を極め、ドライツーリン
グのマウロ･ブブ ･ ボーレをはじめ、
各界のトップランカーが愛用している。

MY WOOL JACKET
アルパインでのノウハウを反
映。風合いの良い重厚な
生地だが、動きにくさは感じ
ない。¥32400

P109

発祥国：アメリカ
（問）エイアンドエフ
tel：03-3209-7579

TerraPax
テラパックス

1992 年に設立。化学繊維のリスク
を知る創業者が天然原料にこだわり、
その殆どを土に還る素材でバッグを製
作している。ブランド名はピースオン
アースの意味を持つラテン語から。

SUNDAY TIMES

ヘンプや鹿角、リネンストラッ
プなど、アジのある天然素材
で構成されている。￥22680
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アメリカ国民全体の認知度が 98％に達する、世界屈指の樹脂製品メーカー。1920 年代に
おもちゃのゴム風船を製造していた、「ウースター ラバー カンパニー」が前身であり、’57 年か
ら「ラバーメイド」と名乗る。無骨さ漂うキッチン用品やクーラーボックスは日本でも注目度が高い。

Rubbermaid

発祥国：アメリカ
（問）ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン
tel：03-5359-6450

ラバーメイド

24 GAL 
ACTION PACKER

耐久性を重視して設計された
プロ仕様のコンテナ。アメリ
カ製ならではの重厚な存在
感がたまらない。スタッキン
グや市販の南京錠による施
錠も可能だ。オープン価格

P119

ポット
ヴィンテージ感漂うポットにプリントを。フタに止まったハ
エや、注ぎ口に進む矢印など、アーティスティックだけど
難しくない表現が、多くのプロップスを生み出す。￥8424

かつて人気ブランドのフェイマスを
指揮し、現在はシルクスクリーン
アーティストとして活動する神山隆
二氏が手がける。温かみある独特
なグラフィックが魅力で、どれも優
しくユーモラス。アパレル以外でも
カトラリーやマグカップを展開。デッ
トストックの食器とシルクスクリーン
プリントの出会いはとても新鮮だ。

BLANKS

発祥国：日本
（問）フリッジ世田谷セントラル
tel：03-5799-4786

ブランクス



＜A＞

*A VONTADE（アボンタージ）

ADIRONDACK（アディロンダック）

Arc'teryx（アークテリクス）

ARCADE（アーケード）

＜B＞

Bcozzy（ビーコージー）

BRIEFING（ブリーフィング）

＜C＞

CANDY DESIGN & WORKS（キャンディデザインワークス）　

ccilu（チル）

＜D＞

DESCENTE ALLTERRAIN （デサント オルテライン）

deuter（ドイター）

＜E＞

ELDORESO（エルドレッソ）

＜F＞

F/CE.®（エフシーイー）

FEATHERED FRIENDS（フェザードフレンズ）

FEUERHAND（フュアハンド）

FJALLRAVEN（フェールラーベン）

FOCUSED SPACE（フォーカスドスペース）

FOX40（フォックス 40）

freewaters（フリーウォータース）

＜G＞

GOOD ON（グッドオン）

gravis（グラビス）

GREGORY（グレゴリー）

GRIP SWANY（グリップスワニー）

＜H＞

Hanes（ヘインズ）

hellolulu（ハロルル）

Hurley（ハーレー）

Hyperlite Mountain Gear（ハイパーライトマウンテンギア）

＜I＞

IGNOBLE（イグノーブル）

Incase（インケース）

＜J＞

Jack Wolfskin（ジャックウルフスキン）

JanSport（ジャンスポーツ）

＜L＞

lalo（ラロ）
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＜M＞

meanswhile（ミーンズワイル）

MerkWares（メルクウェアーズ）

MIS（エムアイエス）

montrail（モントレイル）

MONTURA（モンチュラ）

MOUNTAIN EQUIPMENT（マウンテンイクィップメント）

Mt RAINIER DESIGN（マウントレイニアデザイン）

＜N＞

narifuri（ナリフリ）

New Era（ニューエラ）

＜O＞

OIGEN（おいげん）

OMM（オーエムエム）

OVERALLS（オーバーオールズ）

＜P＞

PH designs（ピーエイチ デザイン）

Paraboot（パラブーツ）

＜R＞

Rainbow of California（レインボーオブカリフォルニア）

RAINS（レインズ）

Rubbermaid（ラバーメイド）

＜S＞

SALOMON（サロモン）

SAVE KHAKI UNITED（セーブカーキユナイテッド）

SKINS（スキンズ）

SWANS（スワンズ）

＜T＞

TerraPax（テラパックス）

TCSS（ティーシーエスエス）

totes（トーツ）

TRIOP（トリオプ）

True Utility（トゥルーユーティリティ）

TWENCO（トゥエンコ）

＜W＞

Western Mountaineering（ウエスタンマウンテニアリング）

WESTERN RISE（ウェスタンライズ）
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INDEX P122〜P125
※誤りのあった箇所のみ修正した内容が、以下です。


