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CS ブラックラベル
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　都会の喧騒の中、空を見上げ、風を感じる。

アーバンスタイルそのままに、自然に足を踏み入れてみる。

街と自然、日常と非日常。相反するようだけど、実はすぐ

近くにあるもの。

　木々に囲まれた自然の中で、無機質なコンクリートの壁で

さえもブラックカラーで統一されたギアが放つ個性が、都会

的でスタイリッシュな空間を演出する。

ソリッドでシャープな『黒』をコンセプトカラーに取り入れ、

まさに時代が求める感性をカタチに。

　1日の終りにグラスを傾けながら、お気に入りの音楽と

ともに、夜空を見上げて過ごす贅沢な夜。

　“CS Black Label”は『カッコイイ』『大人』のライフスタイル

を提供する。

アーバンアウトドアスタイル。
この街の日常は自然とつながっている。　

CS Black Label
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ポリエステル210Tリップストップ生地にPU2,000㎜防水と
UV加工を施している。

4〜6人用に最適なリビングスペースを確保。
多彩なセッティングが可能なブラックカラー6角

ヘ キ サ ゴ ン

形型タープ。

ブラックコーデに映える、モノトーンハンモック。

UA-1074
ＣＳブラックラベル  
ヘキサタープＵＶ
Price ¥12,500
Quantity 2
Pos.No. 4560464 260038

UD-2018
CSブラックラベル  
ハンモック（ジオメトリック）
Price ¥3,000
Quantity 1/12
Pos.No. 4560464 260595

収納袋付

●組立サイズ（約）／400×420×Ｈ220㎝
●パッキングサイズ（約）／62×13×13㎝
●重量（約）／3.4㎏
●材質／タープ：ポリエステルリップストッ
プ210Ｔ（ＰＵ2,000㎜）、ポール：スチール

（紛体塗装）
●付属品／ペグ8本、ガイドロープ〈長〉4本、

〈短〉4本、ハンマー1本、ポール用収納袋1
枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚

●サイズ（約）／全長
2,700×奥行1,000㎜

（本体のみ：幅1,950×
奥行1,000㎜）
●収納サイズ（約）／
280×150×150㎜
●重量（約）／750ｇ
●耐荷重／80㎏
●材質／ポリエステ
ル90％、綿10％

持ち運びや収納に便利な
キャリーバッグ付。

400㎝

420㎝
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UP-1034
CSブラックラベル  
ロースタイルチェア
Price ¥6,500
Quantity 1/4
Pos.No. 4560464 260687

UC-1660
CSブラックラベル  
アルミ背付ベンチ
Price ¥7,700
Quantity 4
Pos.No. 4560464 257168

焚火に最適な二人掛け
ロースタイルベンチ。

張りの強さとしなやかさにこだわった
ポリエステル生地を使用。

アカシア材と
ブラックマテリアルの調和。

●組立サイズ（約）／幅１,０４０×
奥行５６０×高さ６６５㎜、座面の
高さ：２８５㎜
●収納サイズ（約）／１,０４０×
６４０×厚さ８５㎜
●重量（約）／３．８㎏
●耐荷重／１４０㎏（片側：７０㎏）
●材質／構造部材：金属（アルミ
ニウム）、表面加工：構造部材：エ
ポキシ樹脂塗装、張り材：ポリエ
ステル、ひじ掛け部：天然木

●組立サイズ（約）／幅405×
奥行630×高さ590㎜、座面の
高さ2００㎜
●収納サイズ（約）／405×
710×厚さ70㎜
●重量（約）／2.5㎏
●耐荷重／70㎏
●材質／構造部材：天然木（表
面加工：オイルステイン）、張り
材：ポリエステル100％
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UB-2004
CSブラックラベル  
キャンピングベッド
Price ¥10,000
Quantity 2
Pos.No. 4560464 256932

UC-0534
CSブラックラベル  
アルミツーウェイ 
ロールテーブル70
Price ¥8,500
Quantity 4
Pos.No. 4560464 260021

アルミ天板とアルミ脚で軽くて丈夫。

2WAY仕様の
スリム収納型ロールテーブル。

収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。

広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。

ベッドフレームを押さ
えて本体を起こす。

左右から本体が起きる。左右から本体を閉じる。収納用ベルトのバッ
クルを差し込む。

1.ベッドフレームを上から押さえながら本体を起こして、最後まで閉じる。
2.収納用ベルトで本体をしっかり固定する。

〈収納方法〉

本体

差し込む本体を
最後まで
閉じる

脚部フレーム

スリムに収納

収納バッグ付

収納バッグ付

ローテーブル

ハイテーブル

●組立サイズ（約）／７００×奥行６９０×高さ
７００・３８５㎜
●収納サイズ（約）／幅１６０×１２０×長さ
７１０㎜
●重量（約）／３．０㎏
●耐荷重／３０㎏
●材質／甲板：アルミニウム合金、表面加
工：天板・脚部：紛体塗装、その他の材料：脚
部：アルミニウム合金

●組立サイズ（約）／幅６７×長さ１８３×高さ５１㎝
●収納サイズ（約）／１７×２２×長さ１０６㎝
●重量（約）／６．５㎏
●耐荷重／８０㎏
●セット内容／ベッド①、収納バッグ①
●材質／シート：ポリエステル、フレーム：金属（鋼）、
表面加工／構造部材：エポキシ樹脂塗装
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折り立たんでも
自立可能

収納バッグ付

収納バッグ付

収納時
厚さ60mm

UL-1031
ＣＳブラックラベル  
収束型4輪キャリー
Price ¥15,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 260014

耐荷重80㎏。
収束型でコンパクト収納。

かさばる荷物を、一気に運ぶ。

●製品サイズ（約）／幅1,100×
奥行490×高さ980㎜
●収納サイズ（約）／幅180×
奥行350×高さ760㎜
●重量（約）／10.8㎏
●耐荷重／80㎏
●材質／本体：鉄（粉体塗装）、
タイヤ：ポリ塩化ビニル、ホイー
ル：ポリプロピレン、本体生地・
収納バッグ：ポリエステル

UG-0009　 パテント有り

CSブラックラベル  
焚火 三脚
Price ¥5,200
Quantity 4
Pos.No. 4560464 259070

シンプルな構造で組立簡単。

ダッチオーブンや
大型鍋が吊るせる丈夫な三脚。

●組立サイズ（約）／幅700×奥行600×
高さ1,435㎜
●収納サイズ（約）／150×60×長さ820㎜
●重量（約）／2.4㎏
●耐荷重／20㎏
●セット内容／脚部（上）①、脚部（下）③、
チェーン①、キャップ③、収納バッグ①
●材質／脚部・固定金具・ストッパー：鉄（焼
付塗装）、チェーン：鉄（亜鉛めっき）

UG-0050　 パテント有り

ＣＳブラックラベル  
ヘキサステンレス 
ファイアグリル
Price ¥8,500
Quantity 6
Pos.No. 4560464 260113

組立簡単。
薄型でコンパクト。

1台で焚火・バーベキュー・
ダッチオーブンが楽しめる。

●組立サイズ（約）／幅475×奥行410×高さ
300㎜
●収納サイズ（約）／幅570×奥行470×厚さ
60㎜
●重量（約）／3.8㎏
●セット内容／本体①、スタンド①、底板①、目皿
①、バーベキュー網（455×395㎜）①、バッグ①
●材質／本体・ロゴプレート：ステンレス鋼（焼付
塗装）、底板：ステンレス鋼、バーベキュー網・スタ
ンド：鉄（クロムめっき）、目皿：鉄（紛体塗装）
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UH-0521
ＣＳブラックラベル 
ホーロープレート ２２㎝ 

（ブラック）
Price ¥1,600
Quantity 10/40
Pos.No. 4560464 260465

UH-0520
ＣＳブラックラベル  
ホーロープレート 16㎝ 

（ブラック）
Price ¥1,400
Quantity 10/60
Pos.No. 4560464 260458

UH-0522
ＣＳブラックラベル 
ホーローケットル
Price ¥3,800
Quantity 12
Pos.No. 4560464 260472

UH-0519
ＣＳブラックラベル  
ホーローマグカップ
Price ¥1,100
Quantity 12/48
Pos.No. 4560464 260441

漆黒に輝く、オールブラックホーロー。

●製品サイズ（約）／外径222×高さ38㎜
●材質／ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）

●製品サイズ（約）／幅122×奥行182×高
さ175㎜
●満水容量（約）／1.1ℓ
●適正容量（約）／750㎖
●材質／ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）

●製品サイズ（約）／幅88×奥行117×高
さ75㎜
●満水容量（約）／400㎖
●材質／ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）

●製品サイズ（約）／外径162×高さ49㎜
●材質／ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）
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実容量51ℓの大容量。
水抜き栓付属で排水もスムーズ。栓抜き付。

スチール鋼板の精鍛なフォルム。
そして高い保冷力。 折りたたみ式でコンパクトに収納できる。

厚手の断熱材で抜群の保冷力を実現。

敷物やテーブルクロス、ひざ掛けに。
テントのフロアマットやソファーカバーに。

ブラックコーデに映える、モノトーンラグ。

収納バッグ付

0
0

温度
（℃）

87654321 時間
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当　社

従来品 35ℓ

スーパー
クールバッグ33ℓ

〈当社クーラーバッグ比較保冷温度測定〉
40℃に設定した部屋に
1℃の冷水が入った500
㎖のペットボトルを20本
入れたクーラーバッグの
中央の8時間後のボトル
の水温温度上昇の比較。
※当社試験による。

収納バッグ付

収納時

明かりとしてだけでなく、
リラックスタイムにも。

クラシカルなオイルランタン。

UE-0566
CSブラックラベル  
スーパークールバッグ  
33ℓ
Price ¥6,000
Quantity 6
Pos.No. 4560464 260946

●組立サイズ（約）／幅425×奥行295×高
さ380㎜
●収納サイズ（約）／440×390×厚さ115㎜
●材質／本体表生地：ＰＶＣターポリン、本体
内生地：ＰＥＶＡ、断熱材：ポリエチレンフォー
ム、中敷き：ポリエステルUE-0075

CSブラックラベル  
スチールフォーム 
クーラー 51ℓ
Price ¥25,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 260700

●製品サイズ（約）／幅600×奥行410×高
さ415㎜
●重量（約）／6.9㎏
●実容量／51ℓ
●材質／本体・ふた：鋼（紛体塗装）・ポリプロ
ピレン、断熱材：ウレタンフォーム
●保冷効力／3.3度以下（ＪＩＳ）

UK-0504
CSブラックラベル  
オイルランタン
Price ¥1,500
Quantity 12
Pos.No. 4560464 262063

●製品サイズ（約）／幅145×奥
行115×高さ245㎜（本体のみ）
●重量（約）／400ｇ
●適正容量（約）／200㎖
●使用燃料／白灯油またはパラ
フィンオイル
●燃焼時間（約）／14時間※燃
焼条件により異なります。
●材質／本体：鉄（紛体塗装）、ホ
ヤ：ガラス（耐熱温度130度）

UP-2567
CSブラックラベル  
ラグ1018（ジオメトリック）
Price ¥1,500
Quantity 12
Pos.No. 4560464 260601

UP-2568
CSブラックラベル  
ラグ1820（ジオメトリック）
Price ¥2,200
Quantity 6
Pos.No. 4560464 260618

〈1018〉
●製品サイズ（約）／1,000×1,800㎜
●収納サイズ（約）／210×300×厚さ90㎜
●重量（約）／450ｇ
●材質／ポリエステル90％、綿10％

〈1820〉
●製品サイズ（約）／1,800×2,000㎜
●収納サイズ（約）／220×480×厚さ80㎜
●重量（約）／950ｇ
●材質／ポリエステル90％、綿10％
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