使用人数に応じて使い分けることができる単品カップ。
風防の径がすべて同じため、ひとつのバーナーで 併用が可能です。

オプショナルカップ

2016

併用可能
オプショナルカップ

0.8 L

0.8 L

スペアカップ 0.8 L

1.0 L

コンパニオンカップ ソル® チタニウム
#1824335 税抜き価格 ￥11,000（＋税）

#1824389 税抜き価格 ￥7,500（＋税）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】220g
【容 量】0.8L
【 サイズ 】φ104×高さ165 mm
（収納時）

【素 材】チタニウム
（カップ本体）
【総重量】185g
【 カラー 】サンド
（SD）
【容 量】0.8L
【 サ イズ 】
φ104×高さ165mm
（収納時）

1.0 L

スペアカップ 1 L SHORT

スペアカップ 1 L TALL

#1824388 税抜き価格 ￥8,500（＋税）

#1824387 税抜き価格 ￥8,500（＋税）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】288g
【 カラー 】カーボン
（CARB）
【容 量】1.0 L
【 サイズ 】φ127×高さ152 mm
（収納時）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】275g
【 カラー 】カーボン
（CARB）
【容 量】1.0 L
【 サイズ 】φ104×高さ180mm
（収納時）

※チタニウムカップは湯沸かし専用です。

ジェットボイル

®

1.8 L

1.8 L

コンパニオンカップ
ジェットボイル スモー ® チタニウム
#1824372 税抜き価格 ￥14,000（＋税）

スペアカップ 1.8 L

#1824386 税抜き価格 ￥10,000（＋税）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】325g
【 カラー 】カーボン
（CARB）
【容 量】1.8 L
【 サイズ 】φ125×高さ210mm
（収納時）
※ 0.8L カップを収納可能。

アウトドア・バーナー

1.5 L

【素 材】チタニウム（カップ本体）
【総重量】285g
【 カラー 】サンド
（SD）
【容 量】1.8 L
【 サイズ 】
φ125×高さ210 mm
（収納時）
※チタニウムカップは湯沸かし専用です。
※ 0.8Lカップを収納可能。

フラックスリング フライパン

1.5 L クッキングポット

#1824310 税抜き価格 ￥7,500（＋税）

#1824309 税抜き価格 ￥9,000（＋税）

【素 材】アルミニウム（本体）
【素 材】アルミニウム（本体）
【総重量】280g
【総重量】340g 【容 量】1.5 L
【 サイズ 】φ175×高さ110mm
（収納時） 【 サイズ 】φ205×高さ57 mm（ 収納時 ）
※クッキング・システム付属のゴトクとの併用が必要。
【 カラー 】オレンジ
（OG）

オプショナルパーツ & アクセサリー

コーヒープレス

#1824375 税抜き価格￥1,400（＋税）

#1824390

使用時

収納時

#1824379

収 納時

230G

【総重量】356g（NET= 230g ）
【 サイズ 】φ110×高さ100mm

※付属パーツと共にカップ内に収納可能。
（ジェットボイル® ミニモの場合、ゴトクは一緒に収納できません）
※「ジェットパワー100G 」1 缶で約 12Lの水を沸騰可能。

87.5

「フラックスリング 」が、 バーナーの 熱がカップ
周囲に拡 散してしまい
バーナーの熱を周囲に
逃がさずクッカーへ伝達。 熱効 率が低い。
熱 効 率が高く低 燃 費。

65.0
42.5
20.0

（℃）

かさばらず、手軽に持ち運べる

収 納時

使用時

※アイテムによって推奨する収納方法が異なります。

用途や人数に合わせて 選べる！ 豊 富なラインアップ
高 性 能バーナー搭 載 モデル

#1824371 税抜き価格￥950（＋税）

※ジェットボイル スモー ® シリーズは付属パーツと共に収納可能。

http: www.jetboil.jp

110.0

シンプルな形状なので、バックパックに収納する
際にもかさばらず、携行に大変便利です。

ガス抜きと缶の穴あけ用アイテム。
使 用済みのガスカートリッジを
リサイクルに出す際に使用します。

￥600（＋税）

【総重量】194g（NET=100g ）
【 サイズ 】φ90×高さ70mm

ジェットボイル® 公式ブランドサイト

使用時

クランチット

※ジェットボイル®には、必ず専用のジェットパワー ® をご使用ください。

税抜き価格

132.5

付属しているすべてのパーツをカップ本体内に
収納することができます。
（ 一部除く）

®

100G

低 燃費を実 現する

155.0

全パーツを本 体に収納できる

￥1,600（＋税）

®

￥460（＋税）

177.5

持ち運びに便 利！ オール・イン・ワン設計

オールシーズン使えるパワフルなジェットボイル®バーナー専用のガスカートリッジ。
#1824332

200.0

効率良く熱を吸収するよう設計されたじゃばら状
【一般的なバーナーとのサーモグラフィー比較】
の吸熱フィン。小さな火力で素早く沸 騰します。 ※周囲温度20℃、無風の条件下において500mLの水を加熱した状態

税抜き価格

【 総 重 量 】30g
【対応機種】ジェットボイル®ミニモ、
ジェットボイル スモー®
【 サイズ】
φ118mm

一 般的なバーナー

一般的なバーナーの熱効率（30〜40%程度）
に比べ、80％以上の高い 熱効率を発揮。

フラックスリング

グランデコーヒープレス

【 総 重 量 】22g
【対応機種】マイクロモ、フラッシュ ライト、
PCS フラッシュ、ジップ
【 サイズ】
φ100mm

税抜き価格

￥4,500（＋税）

税抜き価格

【素 材】アルミニウム
（本体）
【総重量】55g
【 サイズ 】500mm
（使用時）
180mm（収納時）

コーヒープレス使用例

®
ジェットボイル（コジー無し）

一 般的なバーナーに比べ、
ガス消費量が半分。
「ジェットパワー100G」1缶で約12 Lの水を
沸 騰させることができます。

ジェットボイル ® バーナーを吊り下げて
使用するためのオプションパーツ。
#1824311

ジェットパワー

高い熱効率を発 揮する

ハンギングキット

クッカーをコーヒーメーカー
（フレンチプレス式）
として使用できるアイテム。
湯切りざる・蒸し器・落としぶた・泡立て器としても使えます。

コーヒープレス

素早い 沸 騰を可 能にする機 能「フラックスリング」

※クッキング・システム付属のゴトクとの併用が必要。

シンプル モデル

ベーシックモデル

【総重量】28g
【 サイズ 】縦 76×横35mm

0.8 L
1人用

商品の詳細は
ウェブサイトを
ご覧ください

マイクロモ
06-6531- 4761

06-6531- 4969

108-0074 東京都港区高輪4-8-4
03-3445-5401
03-3445- 5415
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1.0 L
1〜2 人用

ジェットボイル®ミニモ

0.8 L
1人用

1.8 L
3人〜

ジェットボイル スモー ®

フラッシュ ライト

0.8 L
1人用

1.0 L
1〜2 人用

PCS フラッシュ

ジップ

高性能バーナー搭載

Mo シリーズ

®

氷点下
でも安定した火力を発 揮！
（- 6℃まで）
一 般 的なガスバーナーが苦手とする低温
環境や長時間での使用において、
ボンベ内

一般的なバーナー

の圧力が低下した際も自動的に常温時と
6

温度の違いによる燃 焼 効率の比較

以 来 、数多くの改良を重ね 、2015年にシリーズ最 軽 量の「フラッシュ ライト」が 登 場。

ので、強火での急速沸騰から

ジェットボイル® 社は、常に最 先 端 技 術の開 発に挑み続 けています。

小さい炎が安 定 的に必要な
“とろ火”での煮込み料理まで
幅広く楽しめます。

スケール
（SCALE）

®

®

口を広く、高さを低く設計したカップは、調理や食事に最適。
カトラリーを持つ手がカップに触れにくく、
より安全に使用できます。

PCS フラッシュ PCS FLASH

1.0 L
1〜2 人用

サンセット
（SNST ）

リアルツリー
（RLT ）

Φ104 mm

ジェットボイル®
ミニモ

PCS
フラッシュ

#1824381 税抜き価格￥19,500（＋税）

アイスベイビー
（ICEB）

ギャラクシー
（ GALAX）

ブループレイド
（BP）

ネオンジオ
（NG）

®

カーボン
（CARB）

バーチ
（BIR）

バッファロー
（BUFFA）

リアルツリー
（RLT）

サファイア
（SAPHA）

フォレスト
（FRST）

#1824329 税抜き価格￥15,500（＋税）
プラント
（PLNT ）

スケール
（ SCALE ）

オレンジウィズ
ラインアート
（ OLA）

￥1,350（＋税）

#1824384 税抜き価格

PCS フラッシュの着せ替え用ネオプレン製カバー。
パープルダイアゴナル
スペアカップ1LTALLにも 対応します。
ロゴプリント
（PDL ）

リアルツリー
（RLT ）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約 470g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】1.0 L
【 サイズ 】φ104 mm×高さ180 mm
（収納時）
【沸騰到達時間】2 分 30 秒（ 0.5 L ）
【出 力】1134 kcal/h
【ガス消費量】約100 g/h

※付属のゴトクは、本体には収納できません。
※付属品を収納できるスタッフバッグ付き。

軽量・シンプル

ZIP

必要最小限の機能でコストパフォーマンスに優れる

グループ向けの大 容 量モデル

ジェットボイル® 最大のメリットである高い熱効率はそのままに、高いコストパフォーマンスを実現。

1.8 L

3人〜

ジェットボイル スモー JETBOIL SUMO
®

ブルー
デザート
（BLDS）

アクセサリーコジー
フラッシュ

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約500g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】1.0 L
【 サイズ 】φ127 mm×高さ152 mm
（収納時）
【沸騰到達時間】2 分 15 秒（ 0.5 L ）
【出 力】1512 kcal/h
【ガス消費量】約120 g/h

®

湯温の上昇を色の
変化で表示

1.0 L
1〜2 人用

Φ127mm

オレンジ
（OG）

スタンダードモデル

調理も食事も快適な
広口カップ

ジェットボイル ミニモ JETBOIL MiniMo

ジェットボイル ミニモの着せ替え用
ネオプレン製カバー。
スペアカップ1LSHORTにも対応します。

カーボン
（CARB）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約 380g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】0.8 L
【 サイズ 】φ104 mm×高さ165 mm
（収納時）
【沸騰到達時間】2 分 30 秒（ 0.5 L）
【出 力】1134 kcal/h
【ガス消費量】約100 g/h

沸騰を色の変化でお知らせするインジケータ機能が付いています。
カップはパッキングしやすく、
お湯が注ぎやすい縦長のデザインです。

調理しやすい広口浅型モデル

#1824383 税抜き価格￥1,350（＋税）

#1824391 税抜き価格￥14,000（＋税）

使いやすさはそのままに、
PCS フラッシュのカップ、バーナー、持ち手部分に
軽量化を図ることで、
シリーズ最軽量を実現しました。

#1824380 税抜き価格￥18,500（＋税）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約400g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】0.8 L
【 サイズ 】φ104 mm×高さ165 mm
（収納時）
【沸騰到達時間】2 分 15 秒（ 0.5 L ）
【出 力】1512 kcal/h
【ガス消費量】約120 g/h

カーボン
（CARB）

アクセサリーコジー
ジェットボイル ミニモ

1人用

フラッシュ ライト FLASH LITE

0.8 L
1人用

カーボンロゴ
（CB-LG）

0.8 L

最 軽 量モデル

マイクロモ MicroMo

カーボン
（CARB）

フィールドでの厳しいテストを繰り返し、最 初に創り上げたスタンダードモデル「PCS フラッシュ」
。

火加減を繊細に調節できる

コンパクトモデル

高性能バーナーにコンパクトモデルが登場。
ソロキャンプでのクッキングはもちろん、
低温環境が予想されるさまざまな
アウトドアシーンで活躍します。

ジェットボイル® 社 が 誇るベーシックモデル

「とろ火」もできて、調理に最適！

ジェットボイル
サーモレギュ
レーター®
搭載バーナー

ジェットボイル サーモレギュレーター®は、

同じ安定した火力を発 揮します。

FLASH シリーズ

ジェットボイル の基本形

®

高い熱効率が時間のかかる大容量の調理において、
より効果を発揮します。

0.8 L
1人用

シンプルモデル

ジップ ZIP

ジェットボイル スモー コンパニオンボウルセット
#1824373 税抜き価格￥3,200（＋税）
®

【セット内容】ボウル 3 個［大（675mL）2 個・小（450mL）
1個］
【素
材 】ポリプロピレン
（本体）
【 サ イ ズ 】大
（φ108×高さ76mm）
・小
（φ102×高さ64mm）
ジェットボイル スモー®
【 総 重 量 】190g
カップ内に収納可能

水切り口
保温性の高い
コジー付き

ブラック
（BK ）

#1824325 税抜き価格￥11,000（＋税）

#1824382 税抜き価格￥20,000（＋税）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約 550g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】1.8 L
【 サイズ 】φ125mm×高さ210 mm
（収納時）
【沸騰到達時間】4 分 15 秒（ 1.0 L ）
【出 力】1512 kcal/h
【ガス消費量】約120 g/h
※付属品を収納できるスタッフバッグ付き。

アクセサリーコジー
ジップ
#1824385 税抜き価格￥1,350
（＋税）

カーボン
（CARB）

※沸騰到達時間：周囲温度 20 ℃、水温 20 ℃、海抜 64m 、無風の条件下において。
（ジェットボイル® 社調べ）
※点火装置付きのモデルにも、
必ず予備のマッチやライター
（電子着火式不可）
を携行してください。

グレイン
（ GRN）

0.8 Lカップ
（マイクロモ、
フラッシュ ライト、ジップ）
の
着せ替え用ネオプレン製カバー。
スペアカップ0.8 Lにも対応します。

リアルツリー
（RLT ）

クラシックサファイア
ブルー（ CLS）

ヤマ4シーズン ヤマパープルプレイド
プリント
（ Y4P）
（ YPP）

【素 材】アルミニウム（カップ本体）
【総重量】約 400g（ガスカートリッジを除く）
【容 量】0.8 L
【 サイズ 】φ104 mm×高さ165mm
（収納時）
【沸騰到達時間】2 分 30 秒（ 0.5 L ）
【出 力】1134 kcal/h
【ガス消費量】約100 g/h

ストリーム
（ STR）

※自動点火装 置が付いていないため、
点火にはマッチやライターが必 要です。

※日本におけるジェットボイル®の正規ディーラーである弊社が販売するすべての製品は、
日本の法律に基づく財団法人日本ガス機器検査協会
（ JIA ）
の適合検査に合格した安全性が保証されたものです。

