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クックウエア
COOKWARES

登山やキャンプに適したクックウエアをラインアップ
アルパインクッカー

チタンクックウエア

ドリッパー

カトラリー

P.2・3

P.3

P.4

P.4

非常に軽量で、調理が素早く行える
アルミニウム合金製クッカー

たいへん軽量で、耐久性・耐食性
にも優れたチタン製クックウエア

コンパクトに折り畳めてコーヒーだけ
でなく、お茶にも使える

携行性に優れた箸やスプーン、フォー
クなど

サーモタンブラー・マグ

クーラーバッグ＆ボックス

バーナー用品

食器

P.5

P.6

P.6

P.8

保 温・保 冷 効 果に優 れたタンブ
ラーやマグカップ

保 温・保 冷効果に優れるクーラー
バッグ

バーナーを 使 用する際 に便 利な
シートやプロテクター

折りたたみできる食器や自然な風合
いの食器を掲載

携行に便利なオリジナル食品とサプリメント
リゾッタ

白ご飯

P.7

P.7

わずか3分で調理できる
モンベルが開発したアウ
トドア食品です。

お湯を注ぐだけで、調理できるご
飯。登山だけでなく備蓄用として
も活躍します。

サプリメント
P.7

登山・カヤック・自転車など、アク
ティブに活動する人を体の内側から
サポートするオリジナルサプリメント。

アルパインクッカー シリーズ
非常に軽量で、熱が伝わり
やすいアルミニウム合金を使
用しているので、調理が素早
く行えます。形状の異なる3
種類のクッカーとフライパン、
ケトルをラインアップ。

非常に軽量で、食材に素早く熱が伝わるアルミニウム合金製クッカー

内側

熱くなりにくいハンドル

調理時にも熱くなりにくく、手袋を着けたままでも滑
りにくいシリコーンゴムカバー付きハンドル。ハンドル
を交差させることで安定感を高めることができます。
アルミニウム
合金

※「アルパインクッカー 18・20」を除く。

つかみやすい取っ手

外側

洗いやすい内部構造

リベットを使用せずにハンドルを
取り付けています。内側に凹凸が
※「アルパインクッカー スクエア」を除く。 なく、洗いやすくなっています。
ふたには、熱くなりにくくつかみや
すいシリコーンゴムの取っ手付き。

スケール

※
「アルパインクッカー 18・20」
を除く。

調理のしやすさにもこだわり、クッ
カーの内側には目盛りを設けてい
ます。

硬質酸化
皮膜

ハードアナダイズド加工
表 面に 硬 質の 酸 化 皮 膜 を 作 る加 工
を施すことで、抜群の耐食・耐摩耗性
を持たせています。

操作しやすい２つのハンドル

吊りハンドルと側面のハンドルで内容物が注
ぎやすい。
●アルパインクッカー 18・20

アルパインクッカー

蒸気孔

ふたには蒸気孔を配置。
●アルパインクッカー 14・16
●アルパインクッカー ディープ9
●アルパインクッカー セット

スタッフバッグ

通 気性 の高いメッシュのスタッフ
バッグが付属します。

重ねて収納可能

アルパイン スタッキングボウル、プ
レートと重ねてコンパクトに携行で
きます。
※「アルパインクッカー ディープ」
「アルパインクッカー スクエア」
を除く。

グループでの使用に適した、アルパインクッカーと
アルパインフライパンのセットもラインアップしています。

Alpine Cooker

調理がしやすい広口タイプ です。一人での使 用から、
グループに適したセットまで、幅広くラインアップしてい
ます。
「18」
「20」サイズは、ふたに蒸気孔を設けておら
ず、石などの重しを乗せれば米を炊くこともできます。

※【サイズ】は各クッカーをご覧ください。

【素材】■ 本体：アルミニウム合金
■ハンドルカバー：シリコーンゴム
■ふた・取っ手：シリコーンゴム
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

14 #1124686 ¥2,090（内税10％）

【サイズ】
本体：∅14.8×8.0㎝
【容量】0.8L
【重量】184g（219g）

アルパイン
クッカー

14

16 #1124687 ¥2,420（内税10％）

（0.8L）

【サイズ】
本体：∅17.5×10.4㎝
【容量】1.5L
【重量】244g（278g）

14+16パンセット #1124690 ¥5,390（内税10％）

【重量】610g（644g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
アルパインクッカー

14

18 #1124688 ¥3,080（内税10％）

＋

アルパインクッカー

16

＋

アルパインフライパン

16

16

【サイズ】
本体：∅19.0×12.3㎝
【容量】2.0L
【重量】341g（381g）

（1.5L）

20 #1124689 ¥3,630（内税10％）
【サイズ】
本体：∅21.3×14.5㎝
【容量】3.0L
【重量】403g（453g）

18

（2.0L）

アルパインフライパン
Alpine Frying Pan

16+18パンセット #1124691 ¥6,600（内税10％）

非常に軽量で、熱が伝わりやすいアルミニウム合金製
フライパンです。
■ 本体：アルミニウム合金
【素材】
■ハンドルカバー：シリコーンゴム
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

16 #1124697 ¥2,035（内税10％）

【重量】791g（831g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

20

（3.0L）

アルパインクッカー

16

＋

アルパインクッカー

18

＋

アルパインフライパン

18

【サイズ】
∅17.6×4.1㎝
【重量】182g（207g）

18 #1124698 ¥2,200（内税10％）

【サイズ】
∅19.5×4.5㎝
【重量】206g（236g）

アルパイン
フライパン

20 #1124699 ¥2,365（内税10％）

16

【サイズ】
∅21.5×5.6㎝
【重量】255g（293g）

フッ素加工

フライパ ン の 内 側
には焦げ付きを防
止するフッ素 加 工
を施しています。

（∅17.6㎝）

18

（∅19.5㎝）

20

（∅21.5㎝）

2

18+20パンセット #1124692 ¥8,250（内税10％）

【重量】999g（1,049g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
アルパインクッカー

18

＋

アルパインクッカー

20

＋

アルパインフライパン

20

アルパインクッカー ディープ

Alpine Cooker Deep

深底タイプで、ディープ「11」と「13」のふたは鍋や食器としても使用できます。
ディープ「9」はコンパクトにパッキング可能な一人用で、110サイズのガス
カートリッジを収納できます。ディープ「11」は収納性が高く、250サイズ
のガスカートリッジと小型ストーブなどが収まるサイズ。ディープ「13」は
ディープ「11」が収納できます。

■ 本体：アルミニウム合金
【素材】
■ハンドルカバー：シリコーンゴム
■ふた・取っ手：シリコーンゴム
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

ソロでの使用に最適

13ふた

ディープ9とディープ11のセット

（0.61L）

ディープ9

11

ふた
（0.43L）

ディープ11

9ふた

9 #1124813 ¥2,090（内税10％）

【サイズ】
本体：∅9.3×8.7㎝
【容量】
本体：0.4L
【重量】106g（121g）

（0.75L+平らなふた）
【サイズ】本体：∅13×11㎝

アルパインクッカー ソロセット
#1124814 ¥3,850（内税10％）

9

11 #1124693 ¥2,310（内税10％）

ディープ「9」
には110サイズ
のガスカートリッジを収納
できます。

【サイズ】
本体：∅12.7×10.0㎝、
ふた：∅12.0×6.0㎝
【容量】
本体：0.75L、ふた：0.43L
【重量】219g（247g）

本体
（0.5L）

【重量】267g（286g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

グループでの使用に最適

ディープ11とディープ13のセット

11

13 #1124694 ¥2,750（内税10％）

ディープ11

本体
（0.75L）

【サイズ】
本体：∅14.5×11.0㎝、
ふた：∅13.5×6.5㎝
【容量】
本体：1.00L、ふた：0.61L
【重量】263g（299g）

ディープ「11」には250サイ
ズのガスカートリッジと小
型ストーブなどを収納でき
ます。

13

ディープ13

11+13セット
#1124695 ¥4,400（内税10％）

本体
（1.00L）

【重量】482g（518g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

アルパインクッカー スクエア

グループでの使用に最適

Alpine Cooker Square

スクエア12とスクエア13のセット

パッキングする際にデッドスペースができにくい、スクエアタイプのクッカー
です。市販の袋麺を調理しやすいサイズに設定しています。また、12と13
を重ねて収納した際に、不快な摩擦音がしないように、ふたの形状を工夫
しています。
■ 本体：アルミニウム合金
【素材】
■ハンドルカバー：シリコーンゴム
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

12 #1124598 ¥2,970（内税10％）

市 販の 袋 麺 が 調 理しやす
い形状です。

【サイズ】
幅13.0×奥行き13.0×高さ7.9㎝
【容量】0.8L
【重量】163g（179g）

13 #1124597 ¥3,190（内税10％）

【サイズ】
幅14.2×奥行き14.2×高さ8.6㎝
【容量】0.9L
【重量】200g（220g）

アルパインケトル

お 湯が注ぎ やすい 位 置に
取り付けたハンドル。

12＋13セット
#1124599 ¥5,720（内税10％）

【重量】363g（383g）
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

13

（0.9L）

Alpine Stacking Bowl 14 & Plate 20

【カラー】ブラウンオリーブ（BNOV）
、ホットレッド（HRD）
、アイボリー（IV）
、リーフグリーン（LEGN）【素材】
ポリプロピレン

❸ ボウル 14

#1124558 ¥418（内税10％）

【サイズ】
∅14.5×7.8㎝ 【容量】0.78L 【重量】60g

❷ 0.9L

#1124701 ¥2,420（内税10％）

【サイズ】
∅16.0×7.5㎝
【サイズ】
∅16.0×9.0㎝
【容量】0.6L 【重量】180g（203g） 【容量】0.9L 【重量】207g（234g）

❸

❸❹は
同色展開です

ボウル 14+
アルパインクッカー14

チタンクックウエア

#1124557 ¥418（内税10％）

❹ アイボリー
リーフグリーン

スタッキング例

アルパインクッカー
16に収納時

❹ プレート 20

【サイズ】
∅21×4.1㎝ 【容量】1.1L 【重量】85g

ホットレッド

ブラウン
オリーブ

❶❷

チタンクックウエア

スクエア13

「アルパインクッカー」と重ねてコンパクトに携行できるボウル（深皿）
とプレート（浅皿）
です。

■ 本体：アルミニウム合金
【素材】
■ ハンドルカバー：シリコーンゴム
※【重量】の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

#1124700 ¥1,980（内税10％）

12

（0.8L）

アルパイン スタッキングボウル 14 & プレート 20

Alpine Kettle

「アルパインクッカー16」にぴったりと収まるサイズです。

❶ 0.6L

スクエア12

スタッキング例

プレート 20+
アルパインクッカー18

プレート 20+
アルパインクッカー 20

たいへん軽量で、耐久性・耐食性にも優れたチタン製クックウエア

Titanium Cookwares

ステンレスを超える強度と、アルミにせまる軽さを誇り、耐久性・耐食性にも優れたチタン製クックウエア。 ※素材の性質上、直火にかけると若干の焦げ付きと歪みが生じることがあります。
使い勝手がよく、携行に便利なハンドル構造など、アウトドア用途として便利な機能を持ちます。
【素材】
（本体）
チタン

❺ チタンシェラカップ 300
#1124513 ¥1,760（内税10％）

【サイズ】
∅12×4㎝（飲み口）
【容量】300mL 【重量】50g

❻ チタンシェラカップ 420
#1124514 ¥1,980（内税10％）

【サイズ】
∅13×5㎝（飲み口）
【容量】420mL 【重量】60g

❼ チタンボール・ディッシュセット

❺

#1124512 ¥4,620（内税10％）

❻

【サイズ】
大ボール：∅13×高さ6.2㎝
小ボール：∅12×高さ5.8㎝
ふた：∅13.8×高さ3㎝
【容量】
大ボール：750mL、小ボール：550mL
ふた：400mL
【重量】193g（205g）
※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
【収納サイズ】
∅14.5×6.9㎝

❼

3

ドリッパー

コンパクトに折り畳めてコーヒーだけでなく、お茶にも使える

O.D.コンパクトドリッパー

コンパクトに折り畳めて、洗って繰り返し使えるエコノミカルでエコロジカルなコーヒードリッ
パー（特許取得済）
。約60㎛（マイクロメートル）の目を持つマイクロ・メッシュ地でドリップす
ることによって、旨味が凝縮されたアロマオイルも透過され、豆本来の味を楽しめます。コー
ヒーだけでなく、お茶にも使用できます。市販のペーパーフィルターとの併用も可能。
■フィルター：ポリエステル・マイクロ・メッシュ
【素材】

❶2

2

（2〜4杯分）

■ワイヤー：超弾性合金

#1124510 ¥1,980（内税10％）

❶

※カップなどの食器類はイメージです。

【重量】4g 【容量】2〜4杯用

❷4

❶

使用例
4（4〜7杯用）

O.D.Compact Dripper

#1124538 ¥2,200（内税10％）

【重量】5g 【容量】4〜7杯用

カトラリー

BPA（ビスフェノールA）を
含まない安心素材です。

❸ スタックイン 野箸™

❹ スタックイン カトラリーセット

軽量で優れた強度を持つアルミニウム合金素材と、高密度で
硬く丈夫な天然木を使用した携帯箸です。接続部分はシン
プルなねじ込み式構造で、持ちやすい軽さと太さの形状です。
また、持ち手の一部を扁平に加工することで、転がりにくく
なっています。収納袋付き。

料理に合わせて「箸」
「スプーン」
「フォーク」を付け替えることができるカト
ラリーセットです。柄は軽量で優れた強度を持つアルミニウム合金を使用。
箸には硬く丈夫な天然木、スプーンとフォークには軽量な樹脂を使用して
います。組み立てはシンプルなねじ込み式で、箸は柄に収納することがで
きます。収納袋付き。

Stuck in Nobashi™ Chopsticks

※食器洗浄機は使用しないでください。

#1124186 ¥2,640（内税10％）

【カラー】ブラウン(BN)、グリーン(GN)、リーフグリーン(LEGN)
ネイビー (NV)、レッド(RD)
【サイズ】
長さ21㎝（収納時13.5㎝）【重量】15g（25g）
※（ ）内は収納袋を含む総重量です。
【素材】
アルミニウム合金／縞黒檀
収納袋

❸ グリーン
ブラウン

ネイビー

リーフグリーン

レッド

反時計回りに回して本体を引き抜き、逆さにして時計回り
に回してロックさせます。
緩める

のばし

箸使用時

※セットに含まれる柄は2本です。箸とスプーン・フォークを同時に使用することはで
きません。
※食器洗浄機は使用しないでください。
セット内容
#1124873
（内税10％）

スプーン使用時

¥3,300

フォーク使用時

収納袋

柄

箸 スプーン
フォーク

のばし

❺ スタックイン 野箸™用 スプーン＆フォークセット
Spoon & Fork Set For Stuck In Nobashi™ Chopsticks

別売のスタックイン 野箸™に取り付けて使用するスプーンとフォークのセットです。

❺ ガンメタル

※単体では使用できません。※食器洗浄機は使用しないでください。

#1124872 ¥660（内税10％）

❻

Nobashi™

優れた強度を持つステンレスと丈夫な天然木を使用した携帯箸です。頑丈で水に濡れても曲がりにくく
なっています。使用時はトレッキングポールなどに搭載しているツイストロック・システムで確実にロック
することができ、上部のキャップを外せば、木部を取り外して洗うこともできます。収納ケース付き。
※食器洗浄機は使用しないでください。

持ち手部分よりスライドして飛び出させた箸本体を、時
計方向にねじるとロックし、収納するときは反時計回り
に回して緩めます。

収納ケース

#1124717 ¥2,750（内税10％）

緩める ロック

【サイズ】
長さ21㎝（収納時12㎝）
【重量】27g（30g）※（ ）内は収納ケースを含む総重量です。
【素材】18-8ステンレス／縞黒檀

スタッキング スプーン & フォーク & ナイフ
Stacking Spoon & Fork & Knife

重ねて収納が可能な軽量カトラリー。家族やグループで行くキャンプに最適。
ミニカラビナなどを通せる穴を設けています。
【カラー】
ホットレッド(HRD）
、
インクブルー (IKBL）
、
アイボリー (IV）
、
リーフグリーン(LEGN）
【素材】飽和ポリエステル樹脂

❼ スプーン

#1124874 ¥275（内税10％）

❽ フォーク

#1124875 ¥275（内税10％）

【サイズ】18㎝ 【重量】9g

#1124890 ¥275（内税10％）

アルパイン スタッキングプレート 20
（ 別売・P.3）内に収 納できます。

【サイズ】18㎝ 【重量】9g

❼

アイボリー

❽

ホットレッド

❿ フォールディング スポーク

⓫ チタンスプーン ＆ フォークセット

スプーンとフォークが一体になった、軽量コンパクト
に折り畳みができるカトラリー。スプーンとフォーク
の両方を携行しなくていいので登山などに適して
います。アルパインクッカー ディープ11（P.3）にガ
ス缶、バーナーと一緒に収納できます。

口に当たる部分は鏡面 仕上げにし、柄の部分を
くり抜くことで軽量化を図っています。スプーンと
フォークの2本1セット。ミニカラビナ付き。

Folding Spork

#1124876 ¥385（内税10％）

【サイズ】18㎝ 【重量】12g

❾ ナイフ

❹ チャコール

【カラー】ガンメタル(GM）【サイズ】
スプーン：長さ7.7㎝ フォーク：長さ7.3㎝
【重量】14g
■スプーン・フォーク：飽和ポリエステル樹脂、アルミニウム合金
【素材】

ロック

❻ 野箸™

Stuck In Cutlery Set

【カラー】チャコール(CH）
【サイズ】
収納寸：長さ13.5×幅4.2×奥行き1.8㎝
箸使用時：長さ21㎝
スプーン使用時：長さ19.8㎝
フォーク使用時：長さ19.4㎝
【重量】27g（31g）
※（ ）内は収納袋を含む重量です。
■ 本体：アルミニウム合金
【素材】
■スプーン・フォーク：飽和ポリエステル樹脂、
アルミニウム合金
■ 箸：縞黒檀

4

（4〜7杯分）
収納ケース

（2〜4杯分）
収納ケース

携行性に優れた箸やスプーン、フォークなど

のばし

❷

2

ドリッパーの左 右のスリーブにクッカーをまたぐ
長さの箸や枝などを通し、クッカーにセットします。
※口径11㎝以上のクッカーを使用してください。

❾

【カラー】ホットレッド(HRD）
、インクブルー (IKBL）
アイボリー (IV）
、リーフグリーン(LEGN）
【サイズ】
使用時：20㎝／収納時：11㎝
【重量】11g 【素材】
飽和ポリエステル樹脂

❿

収納例

Titanium Spoon & Fork Set

#1124345 ¥2,074（内税10％）

【サイズ】
スプーン・フォーク：
長さ16.5㎝
【重量】30g（本体）
【素材】
■ 本体：チタン
■カラビナ：
アルミニウム合金

⓬ フェザースポーク

Feather Spoke

インクブルー

収納時

スプーンとフォークの機能を一体化した “スポーク” の
素材に、厚さわずか0.8㎜のチタンを使用し、超軽
量化を実現。柄の部分にリブを設けることで強度を
確保しています。ミニカラビナ付き。

#1124346 ¥1,257（内税10％）

❼❽❾は
同色展開です
4

ホットレッド

インク
ブルー

アイボリー

リーフ
グリーン

ホットレッド

インク
ブルー

⓫

アイボリー

リーフ
グリーン

【サイズ】
長さ16.7㎝
【重量】14g（本体）
■ 本体：チタン
【素材】
■カラビナ：
アルミニウム合金

⓬

サーモタンブラー・サーモマグ

注意

保温・保冷効果を持つタンブラー・マグ
⓭

完 全に密閉するふたではありませんので、
水筒として使うことはできません。

ステンレス

シアンブルー

ホワイト

400mL

簡易タイプのふた

気密性の高い開閉式のふた

「ス テンレス サ ー モ カップ 250」 「ステンレス サーモタンブラー 400」
「サーモマグ モンベルロゴ 200」
「サーモマグ モンベルロゴ 330」
「サーモタンブラー モンベルロゴ 300」 「サーモタンブラー モンベルロゴ400」

⓭ ステンレス サーモタンブラー 400

真空

Stainless Thermo Tumbler 400

断熱効果の高い真空二層構造と、熱の移動を抑える反射加工により、抜群の保温・保冷効果を実現した 保温
タンブラーです。耐久性に優れ腐食に強いステンレス鋼を使用。車のドリンクホルダーに納まる形状です。 保冷

※本製品は保温性能が高いため、熱い飲み物を飲む際は、本体を急に傾けずゆっくり飲んでください。
※車種によっては対応しない場合があります。※食器洗浄機、電子レンジでは使用できません。

#1124774 ¥1,980（内税10％）

ガンメタル

保温
スタート 2時間後 6時間後
95℃以上 70℃以上 47 ℃以上

保温

Thermo Mug mont-bell Logo

軽量で優れた保温性・保冷性を備えたマグカップです。二層構造の内部には断熱材(発泡樹脂) 保冷
を入れることで保温・保冷効果を向上。握りやすい取っ手付きです。
■ 本体：ポリプロピレン ■断熱材：発泡樹脂 ■ パッキン：シリコーンゴム
【素材】
■ふた：❷ ポリプロピレン ❸ ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
※食器洗浄機、電子レンジでは使用できません。

⓮ マグ 200

#1124561 ¥825（内税10％）

⓯ マグ 330

#1124562 ¥1,265（内税10％）

保温効力（室温20±2℃）

保温（マグ 200）
スタート 2時間後 6時間後
95℃ 41℃ 22 ℃

【カラー】ガンメタル(GM)、ライトグレー (LTGY)、ロイヤルブルー (RBL)
サンセットオレンジ(SSOG)、ティーグリーン(TEGN)
【サイズ】
∅8×9.8㎝（飲み口）【容量】200mL 【重量】108g

保温（マグ 330）
スタート 2時間後 6時間後
95℃ 47 ℃ 25℃

【カラー】ブルー (BL)、ガンメタル(GM)、アイボリー (IV)、リーフグリーン(LEGN)
【サイズ】
∅8.3×14.7㎝（飲み口）【容量】330mL 【重量】220g

サーモタンブラー モンベルロゴ

ガンメタル

ブルー

保温効力（室温20±2℃）

【カラー】シアンブルー（CNBL）
、ステンレス（STNLS）
、ホワイト（WT）
【サイズ】
∅6.5×15.3㎝（飲み口）【重量】250g 【容量】400mL
■ 本体：SUS304ステンレス鋼（真空二重構造）
【素材】
■ふた：ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

サーモマグ モンベルロゴ

⓯ 330mL

ライトグレー

⓮ 200mL

保温
軽量で優れた保温性・保冷性を備えたタンブラーです。二層構造の内部には断熱材(発泡樹脂) 保冷
Thermo Tumbler mont-bell Logo

サンセット
オレンジ

ロイヤル
ブルー

リーフグリーン

アイボリー

ティーグリーン

左きき対応

ふたのねじ山が2カ所に切ってあり、飲み口に
対して、取っ手を右側または左側のどちら側にも
固定することができます。

⓰ 300mL

⓱ 400mL

ロイヤルブルー

ブルー

ライトグレー

アイボリー

を入れることで保温・保冷効果を向上。車などのドリンクホルダーにフィットする形状です。

※車種によっては対応しない場合があります。

■ 本体：ポリプロピレン ■断熱材：発泡樹脂 ■ パッキン：シリコーンゴム
【素材】
■ふた：❹ ポリプロピレン ❺ ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
※食器洗浄機、電子レンジでは使用できません。

⓰ タンブラー 300

#1124559 ¥825（内税10％）

⓱ タンブラー 400

#1124560 ¥1,155（内税10％）

保温効力（室温20±2℃）

保温（タンブラー 300）
スタート 2時間後 6時間後
95℃ 44℃ 24℃

【カラー】ライトグレー (LTGY)、ロイヤルブルー (RBL)
サンセットオレンジ(SSOG)、ティーグリーン(TEGN)
【サイズ】
∅8×15.5㎝ 【容量】300mL 【重量】158g

保温（タンブラー 400）
スタート 2時間後 6時間後
95℃ 50 ℃ 27 ℃

【カラー】ブルー (BL)、アイボリー (IV)、リーフグリーン(LEGN)、
マンダリン(MAN)
【サイズ】
∅8.3×20.5㎝ 【容量】400mL 【重量】225g

マグカップ
保温
保冷

Stainless Steel Thermo Cup 250

さびにくい18-8ステンレスを使用。二層構造にすることで、保温・保冷効
果を向上させたカップです。飲み口が付いたふたが付属します。

#1124871 ¥1,650（内税10％）

【カラー】ステンレス（STNLS）
【サイズ】
∅8.5×10.0㎝（飲み口）【容量】250mL
【重量】133g 【素材】18-8ステンレス鋼（二層構造）

⓲

チタンサーモマグ

マンダリン

付属のふた

保冷

⓳

ステンレス

収納例

保冷

⓴

チタンカップ

Titanium Cup

高い強 度と軽量性を誇り、耐久性・耐食性にも優れたカップです。
持ち手は折り畳むことができ、コンパクトに収納可能です。

【素材】
チタン

 450

#1124493 ¥1,571（内税10％）

#1124515 ¥2,530（内税10％）

【サイズ】
∅7.6×8.5㎝（飲み口）【容量】
310mL 【重量】
132g 【素材】
18-8ステンレス鋼（二層構造）

【サイズ】
∅7.6×8.8㎝（飲み口）【容量】390mL 【重量】71g 【素材】18-8ステンレス鋼



#1124518 ¥4,290（内税10％）

さびにくい18-8ステンレスを使用。二層構造にすることで、保温・保冷効果を向上させた
マグカップです。

Stainless Cup



【サイズ】
∅7.5×8.5㎝ 【容量】300mL
【重量】120g

#1124870 ¥1,210（内税10％）

さびにくく、丈夫な18-8ステンレスを使用した、登山にも適したカップです。

#1124517 ¥3,960（内税10％）

 300

【カラー】ステンレス(STNLS) 【サイズ】
∅7.7×9.6㎝（飲み口）【容量】300mL
【重量】70g 【素材】18-8ステンレス鋼

Stainless Thermo Mug 310

 220

【サイズ】
∅7×8㎝ 【容量】220mL
【重量】100g

重ねて収納が可能な取っ手付きステンレスカップです。

⓴ ステンレス サーモ マグ310

Titanium Thermo Mug

【素材】
チタン

保温（サーモカップ 250）
スタート 2時間後 6時間後
95℃ 44℃ 24℃

Stacking Stainless Steel Cup 300

¥770（内税10％）

リーフ
グリーン

二層構造にすることで保温・保冷効果を高めたチタン製マグカップ
です。持ち手を折り畳むとコンパクトに収納でき、耐久性・耐食性に
も優れています。

ステンレス

保温効力（室温20±2℃）

⓳ スタッキング ステンレスカップ 300

#1124566

ティーグリーン

優れた耐久性を備え、アウトドアでの使用に最適なカップ類

⓲ ステンレス サーモカップ 250

 ステンレスカップ 390

サンセット
オレンジ



【サイズ】
∅8×9㎝
【容量】450mL 【重量】70g





 600

#1124516 ¥2,970（内税10％）

【サイズ】
∅8×12㎝
【容量】600mL 【重量】80g

5

クーラーバッグ ＆ ボックス

保温・保冷効果に優れる

ロールアップ クーラーバッグ &
クーラーバッグ

保温
保冷
保冷効力（室温35℃）

Roll-Up Cooler Bag & Cooler Bag

3.0L

10.0L

25.0L

断熱材にEVAとエアクッションを使用し、高い保温・保 スタート
1℃
1℃
1℃
冷効果を発揮するクーラーバッグです。表地にはしなや 3時間後 11℃
6℃
4℃
かで耐久性と防水性に優れた素材を使用。全ての接合部 6時間後 19℃
11℃
7℃
にウエルダー加工（熱溶着）を施すことで、高い気密性に
内容物 500mL/3本 500mL/4本 500mL/8本
よる優れた保冷効果を実現し、縫い目がないので洗いや ※各モデルに水温1℃のペットボトルを入れて試験
を行っています。
すくなっています。3Lと10Lは出し入れ口はシンプルな
操作で開閉できるロールアップ式。25Lは開閉が容易な
ジッパー式で、内容物を入れやすいスクエア形状です。
【カラー】アイボリー（IV）
■表地：PVCターポリン
【素材】

❶ 3L

■裏地：PVCフィルム

【サイズ】
高さ26×幅22×奥行き9㎝
【容量】3L（500mL缶4本または500mLペットボトル3本）
【重量】375g
【サイズ】
高さ38×幅28×奥行き21㎝
【容量】10L（2Lペットボトル4本）【重量】706g

❸ 25L

保冷効力（室温35℃）
スタート

2.5L
2℃
16℃

4.0L
2℃
13℃

3時間後
【カラー】マスタード（MST）
、ネイビー（NV）
、サンセットオレンジ（SSOG）
6時間後 25℃
21℃
■ 表：210デニール・ダブルリップストップ・ナイロン
【素材】
内容物 500mL/2本 500mL/4本
■ 裏：アルミラミネートフィルム
※各モデルに水温1℃のペットボトル
を入れて試験を行っています。
2.5L #1124238 ¥2,310（内税10％）

❹

【サイズ】
高さ8×幅21×奥行き15㎝
【容量】2.5L
（収納目安：350mL缶3本 or 500mLペットボトル2本）
【重量】100g

❹ 2.5L

ネイビー

#1124239 ¥2,530（内税10％）

❹❺は同色展開です

❺ 4.0L

#1133256 ¥10,120（内税10％）

マスタード

【サイズ】
高さ36.5×幅48×奥行き26.5㎝
【容量】25L（2Lペットボトル８本）【重量】1.39kg

❶ 3L

ペットボトルや缶が入れられる大きさの保温・保冷パック
です。たいへん軽量なので持ち運びに便利。内側には保冷
剤などを入れられるメッシュポケット付きです。

【サイズ】
高さ13×幅21×奥行き15㎝
【容量】4.0L
（収納目安：350mL缶6本 or 500mLペットボトル4本）
【重量】120g

25L 収納例
（2Lペットボトル×8本）

#1133255 ¥5,280（内税10％）

保温
保冷

Cooler Box

❺ 4.0L

#1133254 ¥3,520（内税10％）

❷ 10L

クーラーボックス

❸ 25L

❷ 10L

サンセット
オレンジ

アイボリー

アイボリー

アイボリー

ミニクリアボトル
Mini Clear Bottle

耐久性に優れた、BPA
（ビスフェノールA）
を含まないPET素材を使用したミニボトルです。
たいへん軽量・コンパクトながら、密封性の高いキャップを使用しているため液漏れしに
くくなっています。また、においが付きにくく、透明度が非常に高いので、サプリメントや
香辛料・調味料入れとしてもおすすめです。
【素材】
（本体）PET［ポリエチレン・テレフタレート］（キャップ）
ポリプロピレン

機 能

ロールアップ クーラーバッグ
〈折り返し断面図〉
ロールアップ
クーラー
バッグ

折り畳むことができます

使用しないときは折り畳むこと
ができ、収納の際に便利です。

従来の
ロール
アップ式

2本のテープ（3L・10L）

出し入れ口のテープにより折り返す際に生地間に
すき間ができず、気密性を高めることができます。

バーナー用品
バーナーシート S・M・L

ウェルダー加工
（熱溶着）

❻ 20mL

#1124424 ¥286（内税10％）

❼ 30mL

#1124425 ¥319（内税10％）

❽ 50mL

#1124426 ¥385（内税10％）

【重量】2g
【サイズ】
∅2.9×6㎝

生地接合部は縫
製せずウェルダー
加 工 す る こ とで、
非常に気密性の高
い 作りになってい
ます。

❽ 50mL

30mL
❻ 20mL ❼

【重量】5g
【サイズ】
∅3.2×6.8㎝

【重量】10g
【サイズ】
∅3.5×8.4㎝

バーナーを使用する際に便利なシートやプロテクター
Burner Sheet S, M, L

ストーブなどの熱からテントのグラウンドシートを守る保護シートです。芳香族ポリア
ミド繊維を使用した難燃性素材を使用。テーブルクロスやピクニックシートとしても
便利です。

【カラー】ネイビー（NV）

❾Ｓ

#1124106 ¥2,514（内税10％）

❿Ｍ

#1124107 ¥4,714（内税10％）

【サイズ】45×55㎝ 【重量】60g
【サイズ】55×95㎝
【重量】150g

⓫Ｌ

#1124108 ¥9,219（内税10％）

【サイズ】85×145㎝ 【重量】300g

❾S

❿M

⓫L

カートリッジ ソックプロテクター

⓮ 110

Cartridge Sock Protector

⓮ 110

#1124315 ¥1,320（内税10％）

⓯ 250

#1124316 ¥1,430（内税10％）

【重量】44g
※小物類は
イメージです。

⓯ 250

ブラック

【カラー】ブラック（BK）【素材】
クリマプレン®
［クロロプレンゴム］
【重量】26g

ネイビー

ブラック

ガスカートリッジ缶を衝撃や冷気から保護するためのプロテク
ターです。表面には保水しない素材を使用しているため、雪の
上に直接置いても凍り付かず、ガスの燃焼効率を高めて消費量
を抑えます。底部にライターなどを収納可能なポケットを備え
ています。110はガスカートリッジに装着したまま、
「アルパイン
クッカー ディープ11、
13（P.3）
」に収納でき、250は「アルパイン
クッカー ディープ13（P.3）
」に収納できます。

※小物類はイメージです。

底部

⓰ 110

ブラック

カートリッジ チューブプロテクター
Cartridge Tube Protector

バーナーケース S・M

⓭M

Burner Case S, M

耐熱性に優れた芳香族ポリアミド繊維を
使用したバーナーケースです。ストーブや
燃料の保管に適しています。

⓬S

ネイビー

ネイビー

【カラー】ネイビー（NV）

⓬Ｓ

#1123050 ¥1,870（内税10％）

【カラー】ブラック（BK）【素材】
クリマプレン®
［クロロプレンゴム］

#1123051 ¥2,420（内税10％）

【重量】25g

【サイズ】20㎝×∅12㎝ 【重量】30g

⓭Ｍ

【サイズ】30㎝×∅15㎝ 【重量】50g
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ガスカートリッジ缶を衝撃や冷気から保護するためのプロテク
ターです。表面には保水しない素材を使用しているため、雪の
上に直接置いても凍り付かず、ガスの燃焼効率を高めて消費量
を抑えます。底部にカートリッジを安定させるスタビライザー
を装着可能。110はガスカートリッジに装着したまま、
「アルパ
インクッカー ディープ11、13（P.3）
」に収納でき、250は「アル
パインクッカー ディープ13（P.3）
」に収納できます。

※小物類は
イメージです。

⓰ 110

#1124317 ¥1,100（内税10％）

⓱ 250

#1124318 ¥1,210（内税10％）

【重量】40g

⓱ 250

ブラック

※小物類はイメージです。

スタビライザー装着時

底部

食品

携行に最適な食品をラインアップ
調理時間

熱湯

すぐに食べられる、新しい山ごはんです

リゾッタ®リゾッタ®シリーズは、モンベルが開発したまったく新しいアウトドア用食品です。

従来の常識を覆す短時間調理と、疲れていても食べやすい優しい口当たりを実現しています。

水

わずか3分で調理できる

約

3分

約5 分

「リゾッタ®」はお湯を入れてわずか3分で調理ができる、お米を使用したアウトドア用食品です。調理時間が短いため冷めにくく、
冬季でも温かいごはんを食べることができます。また、そのままの状態でもサクサクとした食感でおいしく召し上がれます。

ふんわりとした新食感

「リゾッタ®」はお米のおいしさを引き出す、フリーズドライ製法による新発想の食品です。さまざまな工夫を凝らすことでふんわり
とした食感に仕上げ、疲れていても食べやすい優しい口当たりです。

非常に軽量なので、携行に最適

荷物の軽量化は山行の快適性に大きな影響を及ぼします。
「リゾッタ®」はフリーズドライ製法により、
アルファ米と比較して含水率を低く抑えることで、軽量化を実現しました。

食器として使えるパッケージ

パッケージは自立するのでそのまま食器として使用できます。お湯を注ぐだけですぐに食べられます。

非常時の備蓄・保存用にも最適

8種類の味をラインアップ
食欲をそそるガーリック風味
はやい・やわらか新食感

RISOTTa

スパイスの風味が豊かなカレー味

【できあがり量】
ガーリック リゾッタ 260ｇ

3
min

※スプーンは付属しません。

まろやかな味わいとコーンの甘み

【できあがり量】
260ｇ

食欲そそる

素材の風味が豊かな五目ごはん

【できあがり量】
260ｇ

GARLIC

はやい・やわらか新食感

RISOTTa

85g

内容量

お茶碗大盛り１杯分

GOMOKU

85g

お茶碗大盛り１杯分

334kcal

保存食

保存食

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

カレー リゾッタ®
#1324507 ¥421（内税8％）

ガーリック リゾッタ®
#1324506 ¥421（内税8％）

コーン リゾッタ®
#1324508 ¥421（内税8％）

五目 リゾッタ®
#1324509 ¥421（内税8％）

トマトクリームのコクと
タイ料理で人気のガパオライスの味わい ベーコンの香ばしい薫り

さっぱりとした梅しそ味
【できあがり量】
260ｇ

【できあがり量】
250ｇ

味わい深いサーモンと
濃厚チーズのハーモニー

【できあがり量】
250ｇ

【できあがり量】
250ｇ

※モンベル直営
ナチュラルダイ
ニ ン グ カ フェ
「ハー ベステラ
ス」監修

梅しそ リゾッタ®
#1324510 ¥421（内税8％）

ベーコントマトクリーム
リゾッタ®
#1324514 ¥475（内税8％）

ガパオ リゾッタ®
#1324513 ¥421（内税8％）

#1124775 ¥1,320（内税10％）

【カラー】グラファイトブルー（GRBL）
【サイズ】
高さ14×幅17.5×奥行き7㎝
【重量】35g
■ 表地：30デニール・バリスティック®
【素材】
ナイロン・リップストップ［ウレタン・コーディング］
■ 保温剤：ポリエチレン、
アルミラミネートフィルム
使用例

サーモンチーズ
リゾッタ®
#1324515 ¥475（内税8％）

白ご飯

スパイスマジック®カリーキット

新潟県産のお米を越後山脈の伏流水で炊き上げた後に、急速乾
燥（アルファ化）させて長期保存ができるように仕上げたご飯です。
お湯を注ぐだけで、簡単に炊きたてのようなしっかりとした粒感の
あるご飯ができあがります。登山やキャンプへの携行はもちろん、
非常時のための備蓄・保存用としても活躍します。パッケージは自
立するのでお茶碗の代わりとして使用できます。スプーン付き。
調理時間

モンベル直営エスニックカフェ『スパイスマジック®』のレシピを
基に秘伝の各種スパイスをブレンドしたカリーキットです。お好み
の肉や野菜を加えて、フィールドで手軽に本格的なフレッシュカ
リーが作れます。チキンカリーなどのレシピ付き。約6皿分です。

White Rice

Spice Magic Curry Kit
®

100g #1324501 ¥303（内税8％） 【できあがり量】260ｇ
200g #1324502 ¥489（内税8％）【できあがり量】520ｇ

アウトドアサプリメント
アウトドアサプリメント
アミノサミット®3500

※フレッシュカリーとは、短時間で作り上げるインド家庭料理タイプ
のカリーの呼び名です。

熱湯

約15〜20分

水

約60分

#1124206 ¥679（内税8％）

【内容量】
約6皿分

登山・カヤック・自転車など、アクティブに活動する人を体の内側からサポート
⓲

予防 筋疲労を予防、
修復を促す
＜アミノ酸配合＞

Outdoor Supplement AMINO SUMMIT®3500

モンベルが独自に開発したアミノ酸サプリメントです。そのまま飲める顆粒タイプなので、さまざまな
シーンでアミノ酸のスピーディーな補給が可能です。飲みやすいグレープフルーツ風味。
【主成分】
（1袋）
■ＢＣＡＡ2,500mg（バリン：500mg、ロイシン：1,500mg、イソロイシン：500mg）
®
■ＯＣＡＡ 1,000mg（アルギニン：500mg、オルニチン：250mg、シトルリン：250mg）
■ビタミンＢ群（ビタミンＢ1：1.3mg、ビタミンＢ2：1.3mg、ビタミンＢ6：1.3mg）

⓲ 1袋 #1324503 ¥194（内税8％）
⓳ 3袋入り #1324505 ¥540（内税8％）

⓴

⓳

#1324504 ¥1,620（内税8％）

組み合わせて摂取することで、筋疲労の
予防・回復までを効果的にサポートします。

2種類のたんぱく質（ペプチド、プロテイン）とクエン酸を配合し、回復に特化した
アウトドアサプリメントです。炭水化物偏重になりがちなアウトドアでの栄養補給
をサポート。500〜700mLの水に溶かして飲む粉末タイプで、スッキリ飲みやす
いシトラスミックス風味です。



【主成分】
■ホエイペプチド5,000mg
■ホエイプロテイン5,000mg
■クエン酸2,100mg

数日間の縦走や、使用頻度の高い方に最適なセットです。

数日間の縦走や、使用頻度の高い方に最適なセットです。

＋

アウトドアサプリメント 回復 からだを作る
材料になる
ペプチエイド®
＜ペプチド・プロテイン配合＞
Outdoor Supplement

PEPTIAID®

 1包 #1324511 ¥259（内税8％）
 10包入り #1324512 ¥2,376（内税8％）

1dayの使い切りセット。ゴミをそのまま入れられる糊付きの袋
に入ったパッケージです。

⓴ 10袋入り

Food Cozy

寒い時期でもお湯を注いだ「リゾッタ®」
や「白ご飯 」を、温かいまま食べられる
保温カバーです。両端のループにひもを
付ければ、首からぶら下げて食事がで
きます。

お湯で3分！

337kcal

お茶碗大盛り1杯分

フードコジー

【できあがり量】
五目 リゾッタ 260ｇ
風味豊かな

3
min

お湯で3分！

内容量

【できあがり量】

（賞味期限：製造日より5年6ヵ月）

運動前

運動の30分前に1袋

〜パフォーマンスの向上に〜

運動中

2時間おきに1袋
〜疲労の予防に〜

運動後

運動後に1袋

〜回復のサポートに〜

水分補給を兼ねて運動中にこまめに摂取

詳しくはモンベルス
トア店頭のパンフ
レット、WEBサイト
をご覧ください。

〜回復をサポート〜
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ウォーターキャリア
機 能

コンパクトに収納でき、メンテナンスも容易
フレックス ウォーターキャリア
4L・ 6L

フレックス ウォーターキャリア

❷ 6L

Flex Water Carrier 4L, 6L

注ぎやすいホースを備え、丸めてコンパクトに収
納できる大容量ウォーターキャリアです。開口部
は大きく開くので水を汲みやすく、メンテナンス
も容易に行えます。また、開口部ファスナーを閉
じた後にロールアップすることで、高い気密性を
発揮し、水が漏れにくくなっています。

確認しやすい目盛り付き

注ぎやすいホース

注ぎ口を自由に動かせるホースは、 背面には水量を確認しやすい
ワンタッチで 開 閉 可 能。また、 目盛り付き。
上から圧力をかけることで、
ウォー
ターキャリアを持ち上げること
なく水を注ぐことができます。

注意

❶ 4L

【カラー】ダークブルー（DKBL）
■ 本体：熱可塑性エラストマー
【素材】
■ホース：熱可塑性エラストマー +ポリプロピレン
（内側）

❶ 4L

#1124601 ¥4,180（内税10％）

❷ 6L

#1124602 ¥4,510（内税10％）

【サイズ】
∅18.0×24.0㎝ 【容量】4L 【重量】165g

自立しやすい丸底形状

【サイズ】
∅22.0×24.0㎝ 【容量】6L 【重量】196g

自立しやすい安定した形状です。

高い気密性を持ちますが、圧力などにより漏水する恐れがあります。
水を入れた状態でバックパックなどに入れて持ち運ぶなどの用途には適していません。

スナップボタンで簡単に組み立てられる、軽量な折りたたみ食器です。
フラットになるため、持ち運びや収納にたいへん便利。
汚れやにおいが付きにくく、お手入れも簡単です。

【素材】
ポリプロピレン
（100％ BPAフリー）
【耐熱温度】105℃ 【耐冷温度】-25℃

スナップフォールド™ ソロパック

スナップフォールド™ ボウルズ

スナップフォールド™ ボウル XL

カップ、ディッシュ、ボウルの3点セットです。

ボウル2点のセットです。

#1899073 ¥1,815（内税10％）

#1899074 ¥1,078（内税10％）

大きめのボウルとして、カッティングボードや洗い桶としても
使えます。

Snapfold™ Solo Pack

Snapfold™ Bowlz

【重量】
（カップ）33g （ボウル）40g （ディッシュ）40g
【収納サイズ】
（カップ）20.8×23.8㎝ （ボウル）22.3×25.2㎝
(ディッシュ）25.2×22.8㎝
【容量】
（カップ）250mL （ボウル、ディッシュ）500mL

Snapfold™ Bowl XL

#1899076 ¥990（内税10％）

【重量】40g（1点あたり）
【収納サイズ】22.3×25.2㎝
【容量】500mL

【重量】130g
【収納サイズ】38×21.3㎝
【容量】2,200mL

ホワイト
（WT）

グレー×
ホワイト
（GY/WT）

グレー
（GY）

使用例
※小物類はイメージです。

ゴーバイト
GoBites

❸

❹

ブライトレッド（BRIRD）

「持ちやすさ」と「使いやすさ」にこだわったカトラリー・シリーズです。
軽量ながら耐久性の高い素材を使用しています。

❺

ブルー（BL）

スプーン・
フォーク
連結時

❸ UNO

❹ DUO

#1899062 ¥539（内税10％）

【重量】15g
【サイズ】16.5㎝

スプーンとフォークを連 結することが
でき、底の深いクッカーにも対応します。

#1899063 ¥935（内税10％）

【重量】22g（スプーン、フォークの合計重量）
【サイズ】14.8㎝
（スプーンとフォーク連結時：23㎝）

ブルー（BL）

❼

ブライトレッド（BRIRD）

ナイフは栓抜
きとしてもご
使用いただけ
ます。

❹

スプーンとフォークが両端に付き、
一体型になったカトラリー。

❻

グレー（GY）

【素材】
ナイロン
（100％ BPAフリー）
【耐熱温度】150℃

つまようじ

❺ TRIO

スプーン、ナイフ、フォーク、つまようじ
のセットです。収納ケース付き。

#1899064 ¥1,760（内税10％）

【重量】92g（ケースを含む総重量）
【サイズ】
各16.8㎝

https

つまようじ

❻ QUATTRO

❼ CLICK

スプーン、フォーク、はし、つまようじ
のセットです。収納ケース付き。

#1899090 ¥1,870（内税10％）

【重量】84g（ケースを含む総重量）
【サイズ】
スプーン、フォーク16.8㎝
はし18㎝

折り畳 んで収 納できるスプーンと
フォークのセット。

#1899091 ¥1,210（内税10％）

【重量】27ｇ（スプーン、フォークの
合計重量）
【サイズ】
各16㎝（収納時11㎝）

●記載されている価格の有効期限は2021年7月31日です。
●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
● “®” または “™” が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または
商標です。ただし、下記の標章は各社の登録商標または商標です。
「Snapfold™、スナップフォールド™
（Fozzils Ltd.商標）
、
humangear （
®humangear, Inc.商標）
」

※フリーコールは携帯電話・IP電話からはご利用できません。お客様の電話契約状況によりご利用できない場合があります。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
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