新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。
＜旅行に便利︕小さくたためる大型バッグ 「ST HAW Traveler Cargo Bag」シリーズ＞
昨今は飛行機の受託荷物の個数制限が厳しくなっています。そんな中,用具や着替え,お土産などﾊﾞﾗﾊﾞﾗな荷物を一つ
に収納して預けられる「Traveler Cargo Bag」。車内や滞在地,ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄで荷物をまとめておく際にも便利です。
1．[MU-7418] ST ﾄﾗﾍﾞﾙｶｰｺﾞﾊﾞｯｸ Cicci(ﾁｯﾁ) ＜参考上代 \ 8,500 Streamtrail ＞
「Cicci(ﾁｯﾁ)」は縦型ﾀｲﾌﾟのため幅のあるかさばる用具などをﾊﾞﾗﾝｽよく収納できま
す。みかん箱ｻｲｽﾞの段ﾎﾞｰﾙが縦に２つすっぽり入るｻｲｽﾞ。
付属のｹｰｽに折りたたんでｺﾝﾊﾟｸﾄに収納できるのも嬉しいﾎﾟｲﾝﾄです。
＜商品仕様＞
ｻｲｽﾞ︓W 50 x H 40 x D 60 cm 120L
重量︓940g (本体のみ)
素材︓800D ﾅｲﾛﾝ

カラー︓Red

2．[MU-7430] ST ﾄﾗﾍﾞﾙｶｰｺﾞﾊﾞｯｸ Grande(ｸﾞﾗﾝﾃﾞ) ＜参考上代 \ 8,500 Streamtrail ＞
「Grande(ｸﾞﾗﾝﾃﾞ)」は使用頻度の高い横長ﾀｲﾌﾟのﾀﾞｯﾌﾙﾊﾞｯｸﾞ。
付属のｹｰｽに折りたたんでｺﾝﾊﾟｸﾄに収納できるのも嬉しいﾎﾟｲﾝﾄです。
＜商品仕様＞
ｻｲｽﾞ︓W 75 x H 30 x D 30 cm 67L
重量︓870g (本体のみ)
素材︓800D ﾅｲﾛﾝ

カラー︓Navy

3．[MU-7419] ST ﾄﾗﾍﾞﾙｶｰｺﾞﾊﾞｯｸ Ex-Grande(EX-ｸﾞﾗﾝﾃﾞ) ＜参考上代 \ 8,800 Streamtrail ＞
「Ex-Grande(Ex-ｸﾞﾗﾝﾃﾞ)」は大容量の大型ｻｲｽﾞ。ほとんどの航空会社の受託
荷物制限最大容量範囲の大きさです。大きなﾊﾞｯｸﾞﾊﾟｯｸや用具などまとめて収納
できます。付属のｹｰｽに折りたたんでｺﾝﾊﾟｸﾄに収納できるのも嬉しいﾎﾟｲﾝﾄです。
＜商品仕様＞
ｻｲｽﾞ︓W 100 x H 35 x D 35 cm 135L
重量︓1000g (本体のみ)
素材︓800D ﾅｲﾛﾝ

カラー︓Green
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防水ﾊﾞｯｸ/ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ 〜ﾀﾞｲﾊﾞｰに定評ある防水ﾊﾞｯｸ,ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙの人気ﾓﾃﾞﾙ〜

[防水ﾊﾞｯｸ / ﾄﾞﾗｲｹｰｽ]

MU-6612(76ℓ)/7140(33ℓ)/7141(23ℓ)

MU-6620(43ℓ)/6621(32ℓ)/6622(23ℓ)/6623(16ℓ)

MU-6699(20ℓ)/6708(10ℓ)/6709(5ℓ)

ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ D2 ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ ｼﾘｰｽﾞ

ST ｷｬﾘｰｵｰﾙ DX ｼﾘｰｽﾞ

ST ﾏﾙｼｪ DX ｼﾘｰｽﾞ

ST ﾄﾞﾗｲｷｭｰﾌﾞ ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ｼﾘｰｽﾞ

参考上代

\ 18,000 〜\ 13,000

\ 12,500〜\ 7,800

\ 12,000 〜\ 9,500

\7,500(20L)/ \6,500(10L)/ \4,000(5L)

サイズ

60ℓ、40ℓ、33ℓ、25ℓ、18ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

76ℓ、33ℓ、23ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

43ℓ、32ℓ、23ℓ、16ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

20L(25×39×20)/10L(23×27×16)/5L(23×20×16) ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

ﾊﾞｯｸｸｯｼｮﾝとｳｪｽﾄｻﾎﾟｰﾄﾍﾞﾙﾄが付いた背負いやすいﾊﾞｯ

抜群の収容力。水も貯められ器材も丸ごと洗えます。付

ﾊﾞｯｸﾞ開口部に硬質ﾁｭｰﾌﾞを使用し型崩れなく常に開く

立体型(ｷｭｰﾌﾞ)形状で収納性ｱｯﾌﾟ。開口部を 2〜3 度

ｸﾊﾟｯｸです。濡れたものを長時間収納した際に、底部に

属のﾄﾞﾚｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞで排水も楽々。ﾌﾙ器材まとめて収容も

ﾜｲﾄﾞﾏｳｽ形状のｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞです。雨天の際にはﾌﾗｯ

折り曲げることで外部からの水の侵入をほぼ防ぎます。ﾏﾘ

溜まった水を抜くことのできるﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞを施し,ﾄﾞﾗｲｱｲ

OK。丈夫な防水ﾊﾞｯｸﾞなので、水のしたたりを防ぎ車や

ﾌﾟを取り出し、ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝさせ開口部の内側にひっかけれ

ﾝｽﾎﾟｰﾂからｱｳﾄﾄﾞｱまで激しく水に濡れるｼｰﾝも大切な荷

ﾃﾑの収納のｴｱ抜きも可能です。

電車移動時に気を使いません。

ば密封にすることもできます。

物を水から守ることができます。

コード

MU-7070(60ℓ)/7071(40ℓ)/7072(33ℓ)/7073(25ℓ)/6934(18ℓ)

商品

備考

コード

MU-7198

NEW!!

MU-7086(Shell)/7123(Clam)

ST WAHOO

ST Shell/ST Clam

参考上代

\ 8,500

\ 8,500(Shell)/\ 6,800(Clam)

サイズ

800×250×190mm 38ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

350×250mm/270×180mm ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

多くのﾀﾞｲﾊﾞｰに支持されるｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙの「機能性」「実用性」のこだわり

商品

備考

＜2019/8/31＞

ﾛﾝｸﾞﾌｨﾝ､ｼｭﾉｰｹﾙ､ｺﾞｰｸﾞﾙが十分に収納できる、ﾛﾝｸﾞﾊﾞ

本体に 2 個の収納ｽﾍﾟｰｽ。本体ﾒｲﾝｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄには、

ｯｸﾞが登場しました。ｶﾒﾗの三脚やｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝのｼﾞｮｲﾝ

荷物飛出防止にﾌｧｽﾅｰ付ﾌﾗｯﾌﾟを装着。手前のｺﾝﾊﾟｰﾄ

ﾄ、ﾌｨﾝなど長ﾓﾉは何でも収納できます。

ﾒﾝﾄは、すぐに出入するものを入れるのに便利。
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防水ﾊﾞｯｸ/ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ 〜ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞをより楽しく快適に,ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ便利ｸﾞｯｽﾞ〜

MU-3871

MU-7142(S)/7143(L)/7266(35L)/7225(Roll)

ST Traveler Cargo Bag(ﾄﾗﾍﾞﾙｶｰｺﾞﾊﾞｯｸ)

ST Breathable Tube(ﾌﾞﾚｻﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ)

ST Wet Tote(ｳｪｯﾄﾄｰﾄ)

ST Dry Pack(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ)

参考上代

\8,500(67L)/\8,500(120L)/\8,800(135L)

\ 4,800(S)/\ 5,200(M)

\2,400(S)/\2,800(L)/\2,800(35L)/\4,800(Roll)

\2,000(5L)/\2,500(10L)/\3,500(MEGA)

サイズ

67L(75×30×30)/120L(50×40×60)/135L(100×35×35)

/18L(34×47×14) 透湿性ﾅｲﾛﾝ

S(42×36×12)/L(58×42×12)/35L(34×40×23)/R(41×47×30) PVC

5L(34×39×13)/10L(34×48×13)/MEGA(50×28×55) PVC

昨今は飛行機の受託荷物の個数制限が厳しくなってい

透湿性機能のﾌｧﾌﾞﾘｯｸを使用し、開閉時に入り込んだ

柔らかく軽量な防水ﾀｲﾌﾟのﾄｰﾄﾊﾞｯｸ。35L は大きすぎず

柔らかく軽い PVC 素材のｲﾝﾅｰﾊﾞｯｸ。ご使用の防水ﾊﾞｯｸﾞ

ます。そんな中,用具や着替え,お土産などﾊﾞﾗﾊﾞﾗな荷物

水滴や湿気などが、透湿性ﾌｨﾙﾑの機能で外部に放出さ

小さすぎないどんなときでも重宝する大きさ。L ｻｲｽﾞはﾊﾞｽ

にﾌｨｯﾄするｲﾝﾅｰﾊﾞｯｸﾞとして便利に使えます。

を一つに収納して預けられる「Traveler Cargo Bag」。

れます。軽量,防水,透湿性に優れ、ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞで使用す

ﾀｵﾙや,その他着替えなどが入る大きなｻｲｽﾞ。S ｻｲｽﾞはﾌﾟ

また、そのまま大きな濡れ物入れとして、濡れた物と乾いた

車内や滞在地,ｷｬﾝﾌﾟで荷物をまとめるのにも便利です。

るｲﾝﾅｰﾊﾞｯｸに最適な機能性ﾊﾞｯｸﾞです。

ｰﾙなどで水着などを入れるのにちょうど良いｻｲｽﾞです。

ものを分別したいときにも重宝します。

MU-7430

(67ℓ)/

7419

NEW!!

MU-1446(S)/1447(M)

コード

7418

[防水ﾊﾞｯｸ / ﾄﾞﾗｲｹｰｽ]

(120ℓ)/

(135ℓ)

3872

(5ℓ)/

7220

(10ℓ)/

(MEGA)

商品

備考

6L(24

×30×8.5)

MU-7100(S)/7099(M)/7069(L)

MU-0943/7374(AquaLock)NEW!! 数量限定。ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ人気商品のﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ限定ｶﾗｰ/期間限定ﾓﾃﾞﾙ

AP Stormy DuffleⅡ(ｽﾄｰﾐｰﾀﾞｯﾌﾙⅡ)

ST Vanity Tank(ﾊﾞﾆﾃｨｰﾀﾝｸ)

参考上代

\28,000(S)/\29,000(M)/\30,000(L)

\ 12,000/\ 32,000(AquaLock)

サイズ

18L(37×23×22)/29L(43×27×25)/45L(50×31×27) PVC

280×180×220 mm ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ

コード

商品

備考

＜2019/8/31＞

海上や悪天候でのｶﾒﾗや器材搬送など,絶対に濡らしたく

ﾊﾞｯｸﾞの中でｶﾒﾗを保護する防水ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｹｰｽ。

ないときのためのﾌﾟﾛ仕様ﾓﾃﾞﾙ。防水ｼﾞｯﾊﾟｰ(YKK ｱｸｱｼ

一眼ﾚﾌｶﾒﾗのﾎﾞﾃﾞｨと望遠ﾚﾝｽﾞが 2 本入る容量。

ｰﾙ)を使用し,縫製部分はすべてﾃｰﾌﾟｼｰﾘﾝｸﾞ処理を加

ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ 25L,33L,40L にぴったりﾌｨｯﾄするｻｲｽﾞ。

工した完全防水ﾀﾞｯﾌﾙﾊﾞｯｸです。

防水ｼﾞｯﾊﾟｰを使用した完全防水ﾓﾃﾞﾙも選べます。
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防水ﾊﾞｯｸ/ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ 〜自分好みのｽﾀｲﾙ＆ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ,ﾀﾞｲﾊﾞｰに特に人気の厳選ﾓﾃﾞﾙ〜
コード

[防水ﾊﾞｯｸ / ﾄﾞﾗｲｹｰｽ]

MU-6612

MU-6622

MU-7072

MU-7071

ST ｷｬﾘｰｵｰﾙ

ST ﾏﾙｼｪ

ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ

ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ

DX-0 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ

DX-1.5 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ

25L D2

40L D2

ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝﾌﾗｯﾌﾟ、ﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞ、ﾜｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝﾏｳｽ、ｻ

ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝﾌﾗｯﾌﾟ、ﾜｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝﾏｳｽ、ﾒｯｼｭﾎﾟｹｯﾄ、ｲﾝ

ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝﾌﾗｯﾌﾟ、ﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞ

ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝﾌﾗｯﾌﾟ、ﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞ

ｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾒｯｼｭﾎﾟｹｯﾄ、ｲﾝﾅｰﾊﾟｯﾄ

ﾅｰﾊﾟｯﾄﾞ

商品

参考上代

\ 12,500

\ 9,800

\ 14,000

\ 16,000

容量/素材

76 ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

23 ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

25 ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

40 ℓ ﾀｰﾎﾟﾘﾝ

サイズ

620× 375 × 330 mm

400 × 325 × 180 mm

300 × 440 × 240 mm

330 × 560 × 280 mm

ｷｬﾘｰｵｰﾙ DX-0 は,ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ製品の中で最も大容量

ﾏﾙｼｪ DX-1.5 は,ｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙ製品の中で最も多くの方

ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ D2-25L は,ﾊﾞｯｸｸｯｼｮﾝとｳｪｽﾄｻﾎﾟｰﾄﾍﾞﾙﾄが付

ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ D2-40L は,ﾊﾞｯｸｸｯｼｮﾝとｳｪｽﾄｻﾎﾟｰﾄﾍﾞﾙﾄが付

のﾊﾞｯｸﾞです。76L という容量は,ﾊﾞｯｸﾞ内部で大人が中

に愛用される定番のﾄｰﾄﾊﾞｯｸです。ﾊﾞｯｸﾞ開口部に硬質

いた背負いやすいﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸです。濡れたものを長時間

いた背負いやすいﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸです。濡れたものを長時間

腰でしゃがめるほどの大きさ。ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞで使用するｳｪｯﾄｽ

ﾁｭｰﾌﾞを使用し型崩れなく開くﾜｲﾄﾞﾏｳｽ形状。雨天の際

収納した際に,底部に溜まった水を抜くことのできるﾄﾞﾚｲﾝ

収納した際に,底部に溜まった水を抜くことのできるﾄﾞﾚｲﾝ

ｰﾂ､ｼｭﾉｰｹﾙ,BCD,ﾌｨﾝなど大きな物もしっかり収納。水も

にはﾌﾗｯﾌﾟを取り出し,ﾛｰﾙﾀﾞｳﾝさせ開口部の内側にひっ

ﾌﾟﾗｸﾞを施し,ﾄﾞﾗｲｱｲﾃﾑの収納のｴｱ抜きも可能。容量

ﾌﾟﾗｸﾞを施し,ﾄﾞﾗｲｱｲﾃﾑの収納のｴｱ抜きも可能。容量

貯められ,器材も丸ごと洗えます。付属のﾄﾞﾚｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞで

かければ密封することもできます。17 ｲﾝﾁのﾉｰﾄ PC や雑

25L のお手頃ｻｲｽﾞは,普段使いはもちろん,ちょっとした旅

40L の大きめｻｲｽﾞは,2 泊〜3 泊程度の旅行またはﾂｰﾘ

排水も楽々。大容量で丈夫な防水ﾊﾞｯｸは,水のしたたり

誌・書類等を入れても余裕の収納力で,ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｰﾝや日

行やﾚｼﾞｬｰに最適なｼﾞｬｽﾄｻｲｽﾞ。女性にも人気のﾃﾞｲﾊﾟ

ﾝｸﾞやﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞの遠征などにお使い頂けるﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸで

を防ぎ車や電車移動時に気を使いません。

帰り程度の旅行にも対応できます。

ｯｸです。

す。

備考

＜2019/8/31＞
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