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メンテナンス
MAINTENANCE

アウトドア用品はご自宅でお手入れできます
「メンテナンス次第で製品の性能と寿命が変わります」
アウトドアウエア・ギアは正しくお手入れを行うことで、
その性能を最大限に発揮し、長い期間使えるようになります。
メンテナンスが難しいと思われがちなアウトドア用品も、
専用のクリーナーや撥水剤などを使用すれば、簡単にお手入れができます。

洗濯

洗濯洗剤

● 汚れをしっかり落とす

は っ す い

撥水加工
● 水を弾き、

汚れを付着しにくくする

フットウエア
● 汚れをしっかり落とす
● 水を弾き、

汚れを付着しにくくする

補修

メンテナンスの基本は汚れをしっかり落とすこと、つまり「洗濯」
です。ウエアやギアに付着する汚れは目に見えないものも多く、
そのまま放置していると素材の劣化や機能の低下を招くため、
使用後は専用の洗剤で汚れをしっかり落とします。

撥水剤

水をはじく性能を「撥水性」といいます。撥水剤がしっかりと定着
している状態であれば、汚れを落とせば撥水性は回復します。し
かし、使用による摩擦や洗濯の繰り返しによる撥水性能の低下
は避けられないため、定期的に撥水剤で補う必要があります。

フットウエアのメンテナンス

さまざまな素材を使用したフットウエアに対応するメン
テナンス用品をラインアップ。お持ちのフットウエアに
適したメンテナンスを行うことで、本来の性能を発揮し、
長くご使用いただけます。

補修用品

ウエアの穴あき･ほつれをフィールドで簡単に補修できるリペアテープの

● 穴あき・ほつれの補修、応急処置
● 製品の劣化を防ぎ、

本来の性能を回復させる

ほか、ジッパー用潤滑剤やテントなどに防水加工を施せる目止め剤など、
さまざまなアウトドア用品に使用できる補修用品をご用意しています。
※モンベル・カスタマーサービスではモンベル製品の修理を承っています。
詳細はP.4をご覧ください。

詳しいメンテナンス方法はウェブサイトでも
ご紹介しています。

レインウエアやスリーピングバックなど、製品に応じた
お手入れ方法を紹介しています。

https://support.montbell.jp/maintenance/



洗濯

汚れをしっかり落とす

あらゆる素材の性能を損わない中性洗剤

合成繊維･天然繊維製品

弱アルカリ性の洗剤は、ウール・シルク・ダウンなどの天然繊維を構成するタンパク質にダメージを与えてしまい
ますが、モンベルの洗剤は中性なので、天然素材も傷めることなく洗えます。素材に合わせて最適な配合を施した
洗浄成分が、ウエアやギア本来の性能を損なうことなく、常温水でもしっかりと汚れを落とします。
防水透湿性素材や撥水加工を施した
ウエア・ギアなど繊維製品全般の洗濯。

●レインウエア

●ソフトシェル

●テント

●ウインドシェル

●アンダーウエア

●バックパック

ベースクリーナーを使用した洗濯方法（レインウエアの場合）
1 洗濯の前に

2 洗濯機で洗う

詳しくはウェブサイトをご覧ください。︎

3 すすぎ（脱水はしない） 4 乾燥

乾燥機で乾かす

洗濯表示を確認し、乾燥機の使用が
可能なら乾燥機の使用をおすすめし
ます。熱処理を加えると、撥水性能
を回復させることができます。

自然乾燥
汚れがひどい部分には、直接ベー
スクリーナーを塗布しておきます。

ウエアを洗濯用ネットに入れます。 すすぎ残しがあると、撥水性低下
ジッパーやベルクロタブは閉めて の原因となるため、すすぎは標準
おき、デリケート洗いコースで洗濯 の2倍ぐらい長く行います。
します。

汗や皮脂をしっかり落とす優れた洗浄力

一般的な
アウトドアウエア

26着分

￥1,000（+税）

税抜き価格

【液性】
中性
【容量】400mL

ダウンや化繊綿を使用した中綿入りウエア・ギアの洗濯。

●ダウンウエア

●ダウンスリーピングバッグ

●化繊綿ウエア

●化繊綿スリーピングバッグ

ダウンクリーナーを使用した洗濯方法（ダウンジャケットの場合）

詳しくはウェブサイトをご覧ください。︎

1 部分洗い

2 押し洗い

3 すすぎ

4 脱水

5 乾燥

汚れのひどい部分は、ダウンク
リーナーを水に溶かし、スポン
ジやタオルに含ませて拭き取り
ます。

洗いおけにウエアがつかる程度
の水をはり、ダウンクリーナーを
加えてやさしく押し洗いします。

水が濁らなくなるまで、繰り返し
ウエア内の水分を押し出します。

ウエアのジッパーを開き、洗濯機
のドラムに沿わすように置き、脱
水を短時間で行います。

洗 濯 表 示に従 い、指 定の 温 度
に設 定した乾 燥 機 で 乾 燥させ
ます。

ダウンを傷めない

一般的な
中綿入りウエア

ダウンのタンパク質にダメージを与えない中性洗剤です。



13着分

保温性を回復

Point

あらかじめ撥水加工が施されている製品は、洗濯で
汚れを落とすことで撥水性能が回復します。

O.D.メンテナンス
ダウンクリーナー 200mL
#1124640

ダウン、化繊綿の奥まで届く洗浄成分が汗や皮脂をしっかりと落とし、ロフト（かさ高さ）を
回復させることで、製品本来の保温力を回復させます。

2

O.D.メンテナンス
ベースクリーナー 400mL
#1124641

防水透湿性素材も性能を損うことなく洗える

中綿入り製品

風通しの良い場所で陰干しします。乾
燥後、中温で当て布をしてアイロンを
かけることで撥 水性能を回復させる
ことができます。

税抜き価格

【液性】
中性
【容量】200mL

￥700（+税）

・製品に付いている洗濯表示に従って洗濯してください。
・防水素材の製品は脱水しないでください。生地が水を通さないため、脱水時に大きな遠心力がかかり、洗濯機の故障や製品の破損を招く恐れがあります。
・洗剤のすすぎ残しは撥水性の低下を招くため、すすぎは通常の2倍以上長く行ってください。

撥水加工
洗濯

水を弾き、汚れを付着しにくくする

エアゾール スプレータイプ

リキッド スプレータイプ

つけ込みタイプ

山行当日など、
手軽に撥水処理が可能

部分的な撥水処理が可能

製品全体にムラなく
撥水処理が可能

すすぎ

脱水

乾燥

スプレー

洗濯

330mL

170mL

S.R.スプレー

￥858（+税）
￥1,239（+税）

税抜き価格

すすぎ

つけ込み

脱水

熱処理
乾燥

一般的な
アウトドアウエア

一般的な
アウトドアウエア

9着分

3~4着分

O.D.メンテナンス
S.R.ウォッシュイン 300mL

手軽に撥水・撥油加工を施すことができるスプレー式撥水
剤です。吸水加工が施された裏地を避けて表地だけに撥水
加工したい場合などに有効。乾燥機やドライヤーで熱処理
を加えることで強固な撥水性能が得られます。

【主成分】
フッ素系ウレタン樹脂／シリコーン樹脂

Point

洗濯

O.D.メンテナンス S.R.リキッドスプレー

税抜き価格

※風 通しのよい屋外で行ってください。ご使用の際は商品添付
の注意書きをよくお読みください。

熱処理
乾燥

300mL

2~3着分

テントやタープ、フットウエア、レインウエアから綿・ウール製品ま
で幅広く使用できる撥水・撥油スプレーです。洗濯後、スプレー
するだけで手軽に撥水加工が施せます。残ガス排出機構付き。

170mL #1124026
330mL #1124027

スプレー

一般的な
アウトドアウエア

2~3着分

1~2着分

脱水

200mL

一般的な
アウトドアウエア

一般的な
アウトドアウエア

すすぎ

200mL #1124643

税抜き価格

300mL #1124642

税抜き価格

ムラなく製品全体に撥水・撥油加工を施すことができるつ
け込みタイプの撥水剤です。乾燥機やドライヤーで熱処理
を加えることで強固な撥水性能が得られます。

￥1,000（+税）

#1124644

￥1,500（+税）

￥1,500（+税）

税抜き価格

【主成分】
フッ素系撥水剤 【容量】300mL
※吸水加工が施された製品には使 用できません。吸水加工が
損なわれる恐れがあります。

【主成分】
フッ素系撥水剤

・洗剤成分が残留した状態で撥水処理を行うと、生地にシミが生じる恐れがあるため、すすぎは十分に行ってください。
・防水素材の製品は脱水しないでください。生地が水を通さないため、脱水時に大きな遠心力がかかり、
洗濯機の故障や製品の破損を招く恐れがあります。

撥水加工は汚れの上から施しても撥水剤が定着せず、十分な効果が
得られません。まずはしっかりと洗濯で汚れを落とすことが重要です。

フットウエア

詳しくはウェブサイトをご覧ください。︎

さまざまな素材を使用したフットウエアに対応するメンテナンス用品をラインアップ。お持ちのフット
ウエアに適したメンテナンスを行うことで、本来の性能を発揮し、長くご使用いただけます。

汚れをしっかり落とす

ソールの補修や接着

クリーナー

ブーツ＆シュークリーナー

アクアシール シューリペアー

皮革、ファブリック製の靴にこびりついた
汚れや染みを落とします。靴の撥水処理を
する前に、この専用クリーナーを用いて汚
れを落とすことをお勧めします。防水透湿
性素材を使用した靴にも使用できます。濃
縮タイプなので1本で多くの靴を洗えます。
無香料。

靴ひもや中敷きを 外し、ブーツクリーナーを使っ
て汚れを取り除き、自然乾 燥させます。内側は新
聞紙をつめると水分を吸収し早く乾かすことがで
きます。

#1824551

税抜き価格

すり減ったかかとやつま先の補修、はがれたソール
の 接 着 等に使 える靴 用の 接 着 剤です。温 度 変 化
の影響を受けにくく、柔軟性や防水性、摩耗耐久性
に優れています。

#1824556

税抜き価格

¥1,200（+税）

【容量】28g 【色調】
透明
すり減った か かとの 縁 に
沿ってテープをはると、より
スムーズに使用できます。

¥1,100（+税）

【液性】中性 【容量】118mL

水を弾き、汚れを付着しにくくする

接着剤

撥水剤

皮革全般、ヌバック、スエード、ファブリック用

S.R.レザーシューズ
スプレー

洗浄後、乾いてから表面にS.R.レ
ザ ー シューズ スプレ ー また は ス
エード&ファブリック ウォーターリ
ペレントを吹き付け、自然乾燥さ
せます。つま先や屈曲部の周辺に
は十分な量をスプレーします。

手軽に使える皮革製の靴用の撥水・
撥油スプレーです。皮革の透湿性を
損なうことなく防汚性を高めます。
ミネラルオイルを配合。残ガス排出
機構付き。

※風通しのよい屋外で行ってください。
ご使用の際は商品添付の注意書きを
よくお読みください。

#1124019

税抜き価格

¥1,429（＋税）

【内容量】170mL ※保革剤入り

スエード&ファブリック
ウォーターリペレント

表面がヌバック、スエード、ファブ
リック製 の 靴 用に開 発され た 撥
水スプレーで、防 水 透 湿 性 素 材
を使 用した靴にも使 用できます。
無香料。

#1824552

税抜き価格

¥1,200（+税）

【液性】中性
【容量】118mL
※保革剤は入っていません。

スエード&ファブリック
ブーツケアキット
#1824554

税抜き価格

¥3,000（+税）

【キット内容】
● ブーツ＆シュークリーナー
● スエード＆ファブリック
ウォーターリペレント
● 専用ブーツブラシ
● 汚れ落とし消しゴム

フルグレインレザー用
表面をきれいにしてから、
靴が乾いた状態でレザー
ウォーターリペレントを
塗布し、皮革に塗り込み
ます。
ジェルを塗り込むと、皮革の色が
深みがかった色に変わります。
※目立たない場所で試してから、

ご使用ください。

レザー ウォーターリペレント

フルグレインレザー（スムース革）用のジェルタイプの塗り込
み式撥水剤です。高い撥水性を保ちながら通気性を損ない
ません。皮革のコンディショニング効果を発揮するミネラル
オイルを配合。無香料。

#1824553

税抜き価格

¥1,200（+税）

【種類】油性 【容量】118mL ※保革剤入り

レザーブーツ ケアキット
#1824555

税抜き価格

¥3,000（+税）

【キット内容】
● ブーツ＆シュークリーナー
● レザー ウォーターリペレント
● 専用ブーツブラシ
● 撥水ジェル塗布用布

3

補修
穴あき・ほつれの補修、応急処置

詳しい使用方法はオンラインショップ各商品ページ「取り扱い説明書」をご覧ください。

補修シート

リペアシート

GORE-TEX
パーマネント リペアシート

半透明のため、あらゆる色の生地に対応する補修用シート
です。粘着力・伸びともに強力なため、ストレッチ素材にも
使用可能。適切な大きさに切り、離型紙を剥がして貼るだ
けなので、フィールドでもスピーディーに補修できます。

※応急処置用としてご使用ください。P.V.C.、
シリコーンコーティン
グの生地には使用できません。

#1124248

税抜き価格

【サイズ】15×15㎝
【素材】
ポリウレタン

¥762（＋税）

リペアテープ

ゴアテックスメンブレン（フィルム）にナイロントリコット
をラミネートした生地を用いた補修用シートです。
※ご使用の際にはアイロンによる熱処理が必要です。

#1124151

税抜き価格

【サイズ】20×20㎝

フィールドで簡単に破れや穴あきの補修ができる軽量・コンパク
トなリペアテープ。摩耗しやすい箇所の保護にもおすすめです。

#1824561

税抜き価格

¥850（+税）

【サイズ】50×7.5㎝ 【素材】
ナイロン（クリア以外）
、ポリ塩化ビニル（クリア）

¥500（＋税）

ブラック
穴あき箇 所 の上 から貼る
だけなので、フィールドで
も活躍します。

#1824563 テネシアステープ ギアパッチ

補修例

ブラック
(BK)

補修例

クリア
(CLER)

グレー
(GY)

#1824563 テネシアステープ
キャンピング
/ パッチ（CP/P）ギアパッチ

テネシアステープ ミニパッチ

テネシアステープ ギアパッチ

使いやすいサイズにあらかじめカットされた、持ち運びに便利な補修テープです。
キャンプ用品やアウトドアウエアなどの破れや穴あきに幅広く対応します。

#1824564

税抜き価格

税抜き価格

シームグリップ WP

レインウエア、テント、タープ、バック
パックなどの縫い目を目止めして防水
性を高める接着剤です。熱や寒さの
影響を受けにくく、磨耗にも強いため
穴あきや破れの補修が長持ちします。
1本で、平均的な2人用テントの主要
な縫い目を目止め加工できます。
税抜き価格

キャンピング
/ パッチ（CP/P）
ワイルドライフ
/ パッチ（WL/P）

使用例

キャンピング/パッチ
（CP/P）

ワイルドライフ / パッチ（WL/P）

ワイルドライフ/パッチ
（WL/P）

ワイルドライフ / パッチ（WL/P）
リフレクティブ（REF）

リフレクティブ
（REF）

リフレクティブ（REF）

補修用接着剤

#1824557

イエロー
(YL)

#1824563 テネシアステープ ギアパッチ

¥1,500（+税）

【サイズ】12.7×7.5㎝
【素材】CP/P
WL/P ナイロン
REF ポリエステル
【内容量】1セット（4枚入り）

【カラー】クリアー×ブラック（CL/BK）
【サイズ】3.8×6.4㎝
【素材】
ナイロン（ブラック）
ポリ塩化ビニル（クリア）
【内容量】6枚
（ブラック、クリア 各3枚）

セージ
(SG)

キャンピング / パッチ（CP/P）
強力な接着力で簡単に補修できる補修テープです。さまざまな柄にあらかじめカッ
トされているので、
ウエアやギアを楽しくカスタマイズすることができます。
（※柄は変わることがあります。
）

#1824563

¥700（+税）

レッド
(RD)

¥1,200（+税）

反射テープ

アクアシール FD

ウェイダー、ウェットスーツ、インフレー
タブルボート、ブーツ、ギアなど、厚手
の素材の補修に最 適な耐久性の高い接
着剤です。熱や寒さの影響を受けにくく、
磨 耗にも強いため穴あきや破れの 補修
が長持ちします。

#1824558

税抜き価格

¥1,200（+税）

【容量】21ｇ 【色調】
透明

【容量】28ｇ 【色調】
透明

リフレクティブ（REF）

リフレクティブテープ

ウエアやギアに簡単に貼り付
けができる反射素材のテー
プです。視認性が向上し、夜
間の安全性を高めます。耐久
性の高い生 地を 使 用し、接
着力も強 力なので、洗 濯も
可能です。

#1824562

税抜き価格

¥1,300（+税）

【サイズ】50×7.5㎝ 【主素材】
ポリエステル

製品の劣化を防ぎ、本来の性能を回復させる
ジッパー用潤滑剤

テント用防水剤

スムースライダー

™

ジッパーの動きを滑らかにするペンタイプの潤
滑剤です。テントやバックパック、ウエアなどさ
まざまなジッパーに使用でき、撥水性も回復し
ます。

#1124025

税抜き価格

￥667（+税）

【内容量】10mL
【素材】
シリコーン樹脂／
植物性樹脂［カルナバ椰子］

シームグリップTF

テントのフロアやフライシートなど、合成繊
維の生地に防水加工を施せる水性の防水剤
です。透 明な仕 上 がりで、補修 箇 所がほと
んど目立ちません。1本で約7.8㎡の面積に
防水加工を施せます。

#1824559

税抜き価格

【容量】118mL

¥1,750（+税）

容 器 はテント の
床に直 接 塗るこ
とが で きる便 利
な形状です。

修理について

UVプロテクタント

紫外線から素材の表面を保護し、退色を防ぎ、傷を目立
たなくするコーティング剤です。テントのフライシートや
タープ、カヤックなど、アウトドア用品を紫外線から守り
ます。

#1824550

税抜き価格

¥1,000（+税）

【液性】
中性 【成分】
水性エマルジョン、アミン、非イオン界面活性剤
【容量】118mL
【使用できるもの】
クロロプレンゴム、ゴム、プラスチック、PVC、
ファイバーグラス、ナイロン

モンベル製品のさまざまな修理を承っております。
モンベル・カスタマー・サービスでは、
ウエア類の 裾上げ・丈つめから、バッ
グ類の破れ修理、靴のソール貼り替え、
テントのポール交換まで、モンベル製品
のさまざまな修理を承っております。
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紫外線による劣化を防ぐ

修理の受付方法
商品の状態を正確に把握するため、電話やメールでの見積もりはお受けしていません。現品を下記のモンベル・カスタマー・
サービスまでお送りいただくか、最寄りのモンベルストア、もしくはお買い上げになった店舗まで直接お持ちください。修理方
法や料金・修理期間などを折り返しご連絡いたします。
※できるだけ汚れを落し、破れなどが数カ所にわたる場合は、テープなどで修理個所を明示した上でお送りください。
※汚れがある場合や修理箇所が明白でない場合は、洗濯手数料や検品手数料をいただく場合があります。
〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 モンベル・カスタマー・サービス 修理係

TEL.06-6531-3544

●記載されている価格の有効期限は2019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。

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