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創業者のジム・ハメルのホームグラウンドの
オレゴン州でのバックパッキングでの長い経験から
軽量なテーブルは快適なアウトドアライフを送るのに
重要なアイテムの一つだということに気が付きました。
そこで 20 以上のプロトタイプを作成して
この軽量フォールディングテーブルを開発しました。

BOTTLES

900ml
サーモス [JAPAN]

750ml

500ml
生産工程の一部を社会福祉活動の一環として
オレゴン州立病院に委託しています。
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収納時

ウルトラライトテーブル
0312100001 ¥1,870（税抜 ¥1,700）
平均重量：65g
組み立て時：20 30.5 8cm 収納時：9 30.5 1.5cm
耐熱限度：162℃ 耐荷重：4Kg 素材：ポリプロピレン（PP)
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▶ 防汚 / 防水 / 沸騰したお湯にも対応 ▶ 倒木の上でも使用可能
▶ 1 体成形なのでパーツ紛失の防止 ▶ 複数を連結して拡大可能
▶ 視認性を高めるリフレクター付き

倒木の上でも使用可能
（MTBK）

トレイルではいつも平らで乾いたばかりの場所があるわけではなく、カップや
ストーブの置き場所には気を使います。
この軽量で耐水性のある UL テーブルがあれば、どこでも簡単にギアを載せること
が出来ます。通常のテーブルスタイルとしての使用はもちろん逆さに使えばトレイ
としても使用できるので狭いテントの中での整理整頓にも役立ち、更にフェスの
時に膝の上に載せれば、飲み物と一緒の移動も簡単です。折りたためばパックの
サイドポケットに収納できてまた汚れても簡単に水洗い可能です。
リフレクターが付いたので暗い場所でも簡単に場所がわかります。

ウルトラライトテーブル

（SDBE）

軽量 65g

（CS）

（MTBK）

（SDBE）

FFX-501

保温 保冷

0.5ℓ

保温 保冷

FFX-501
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サイドポケットに収納

（CS）

（MTBK）

（MTRD）

FFX-751

0.75ℓ

保温 保冷

FFX-751

0811700211 ¥6,050（税抜 ¥5,500）
・サンドベージュ（SDBE）
・
カラー：マットブラック（MTBK）
クリアステンレス（CS）
容量：0.5ℓ サイズ：7 7 23.5cm
重量：0.28kg ／ 0.26kg※ボディリング・ソコカバー無し
保温効力：6 時間（77 c 以上） 保冷効力：6 時間（10 c 以下）

（CS）

FFX-901

0.9ℓ

FFX-901

0811700212 ¥6,600（税抜 ¥6,000）
・サンドベージュ（SDBE）
・
カラー：マットブラック（MTBK）
クリアステンレス（CS）
容量：0.75ℓ サイズ：8 8 26cm
重量：0.36kg ／ 0.33kg※ボディリング・ソコカバー無し
保温効力：6 時間（78 c 以上） 保冷効力：6 時間（10 c 以下）

0811700213 ¥7,150（税抜 ¥6,500）
・マットレッド（MTRD）
・
カラー：マットブラック（MTBK）
クリアステンレス（CS）
容量：0.9ℓ サイズ：8 8 30cm
重量：0.39kg ／ 0.36kg※ボディリング・ソコカバー無し
保温効力：6 時間（80 c 以上） 保冷効力：6 時間（9 c 以下）

名入れが可能です。
50 台より。

1

個人のお客様は販売店様経由での受付となります。
別途、版代、印刷代、諸経費がかかります。
詳細はお問合せ下さい。sales@vertex-corp.co.jp
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視認性を高めるリフレクター付き

2
カッティング
ボード S：
ナチュラル

カッティング
ボード S：
イエロー

素材：高密度ポリエチレン

容量も増え、底面を広くした
ことで安定性も向上。まわし
やすく、ザックからも取り出し
やすいデザインです。

3

カッティングボード M

0312100004 ナチュラル ¥495（税抜 ¥450）
0312100005 イエロー ¥550（税抜 ¥500）
サイズ：21 16 0.08cm 重量：19g

6

7
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NEW
0312100002 ナチュラル ¥440（税抜 ¥400）
0312100003 イエロー ¥495（税抜 ¥450）
サイズ：19 14 0.08cm 重量：14g

5

2 個連結

逆さにしてトレイとして使用

底面が広く安定した
ノンスリップコップ

カッティングボード S

4

3

1

1
4

カッティング
ボード M：
ナチュラル

軽量なカッティングボードです。薄くて柔軟性があり、
角が丸くなっているので携帯に便利です。

6
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小さい注ぎ口

シリコン製ボディリング

軽量

高い保温性能

保温力を優先した 36mm の
口径を採用。

グローブでもつかみやすく、
万 が 一、倒した場 合でもダ
メージを軽減。別売のリング
で自分のボトルの目印に。

リングとソコカバーを取り外
すとFFX-501は260ｇ、751
は330ｇ、901は360ｇと更
に軽量化が出来ます。

落とした時や岩場などで底
FFX-501 は 6 時間後でも
77℃以上、751 は 78℃以上、 部を守り、取り外しも OK。
901 は 80℃以上をキープ。
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FFX コップ
0811800104：FFX-501 用
¥440 P（税抜 ¥400 P）
カラー：ブラック・イエロー・
※ライム
※オプションカラー

5

カッティング
ボード M：
イエロー

ダブルスクリューせん
まわしやすく注ぎやすい。
また、べたつくドリンクでもお
手入れしやすい。

0811800105：
FFX-751/ 901 共用
¥440 P（税抜 ¥400 P）
カラー：ブラック・イエロー・
レッド・※ライム
※オプションカラー

FFX 中栓（ダブル）
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ソコカバー

FFX ボディリング
0811800083：FFX-501 用
¥330 P（税抜 ¥300 P）

0811800084：FFX-751/ 901 共用
¥330 P（税抜 ¥300 P）

カラー：オリーブ・オレンジ・イエロー・
※ターコイズ・※パープル・
※ブラック
※オプションカラー

カラー：オリーブ・オレンジ・イエロー・
レッド・※ターコイズ・
※パープル・※ブラック
※オプションカラー

FFX ソコカバー

0811800100 ¥770 P（税抜 ¥700 P）

0811800106：FFX-501 用 ¥440 P（税抜 ¥400 P）

全サイズに共用パッキン付き

0811800107：FFX-751/ 901 共用 ¥440 P（税抜 ¥400 P）

※別売パッキンセット 0811800103 ￥330 P（税抜 ¥300 P）

カラー：ブラック・イエロー・レッド

カラー：ブラック・イエロー

各パーツは旧モデルFFX-500/900にも対応しています。

真空断熱チタンボトル
FFX-501 用 専用ポーチ

フィックスンジップ
0210900001：S （1 〜 4.5mm） ¥1,210（税抜 ¥1,100）
0210900002：M（5 〜 7.5mm） ¥1,430（税抜 ¥1,300）
0210900003：L （8 〜 10mm） ¥1,650（税抜 ¥1,500）

フィックスンジップ
ジッパーリペアキット [U.S.A.]

ニッケル

STEP 1

大変ユニークなジッパーリペア
キットです。ジッパーが故障し
た場 合でもこのフィックスン
ジップで簡単に修理可能です。
金属、
コイル、デルリン、止水 ほと
んどのタイプに対応しています。
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片側のジッパーに
スライダーをはめます。

グラファイト

STEP 2

スクリューを締めます。
付属のジッパープルを
装着します。

セット内容：スライダー 1、メタルリングタブ 1、樹脂製プルタブ 1
カラー：ニッケル・グラファイト
▶ 道具無しで簡単に修理可能
▶ 金属、コイル、デルリン、止水 ほとんどのタイプに対応
▶ 丈夫で何回でも使えます。
▶アパレル、バック、テント、寝袋 あらゆるアイテムの修理に
▶ 途中で開いてしまったジッパーや多少のムシが欠損していても
修理可能です。

修理方法は動画でも
ご覧いただけます。

保温（保冷）効果を高めるために
mm
サイズ

S
M
L

ジッパー 幅

1 〜 4.5mm
5 〜 7.5mm
8 〜 10mm

※スライダーの背面に幅が
表記されている場合も
あります。
（例 5C＝5mm）

この製品は代替用です。
標準で付いていたジッパーと同等の機能性を
お求めの場合は正規品への修理や交換を
されることをお薦めします。

サーモス製品は真空断熱構造を有しています。
より保温（保冷）効果を高めるためには
・出来るだけ熱い（冷たい）ものを入れてください。
・取り扱い説明書に記載した規定量まで
なるべく多く入れてください。
・あらかじめ本体内部に熱湯（冷水）で
１分程度予熱（予冷）してください。

こうすることでより効果的にお使いいただけます。

ご使用後はきれいに洗って汚れを落とし、
十分乾燥させてください。

0811800111
¥1,980 P（税抜 ¥1,800 P）

FFX-751 用 専用ポーチ
0811800112
¥2,420 P（税抜 ¥2,200 P）

FFX-901 用 専用ポーチ
0811800113
¥2,640 P（税抜 ¥2,400 P）
素材：ネオプレーン カラー：ブラック
パックに入れたときにアイゼンやクライミングギアと接触してボトルが
ダメージを受けるのを防ぎます。また、水滴程度の漏水ならば吸収する
のでパックの中を汚しません。
▶そのまま飲める折り返し形状 ▶ 外側は傷つき防止素材
▶ライニングには吸水素材
▶ THERMOS ロゴは滑りにくいノンスリップ仕様

NEW

保温 保冷

0.5ℓ

FJN-500T

0811700122 ¥14,300（税抜 ¥13,000）
カラー：チタングレー（TGY） 容量：0.5ℓ
重量：0.21kg サイズ：6.5 6.5 23.5cm
保温効力：6 時間（69℃以上）
保冷効力：6 時間（10℃以下）
▶ 0.5L 容量帯でサーモス最軽量の 210g
▶ 魔法びん構造だから高い保温力・保冷力
▶ 高耐食性能
用途に応じて
注ぐ量を選べる
中せん
（TGY）
FJN-500T
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