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NEW

～ 日常にチョットしたスパイスを ～

ピクニックにぴったりなコールマンの「外ごはん」シリーズ
2013年2月上旬より新発売！

プチアウトドアをはじめよう！ ～ コールマンで外ごはん
コールマン ジャパン株式会社は、誰もが気軽にプチアウトドアを楽しめるアイテム「外ごはん」シリーズ（全10 アイテム）
を、2013 年 2 月上旬より発売を開始します。
晴れた気持ちのよい日に、庭や公園で女子会。せっかく皆で集まるなら、お出かけバッグに食材とカラフルな「外ごは
ん」アイテムやワンバーナーを詰め込んで、チョコレートフォンデュで旬のフルーツを味わったり、ちょっと肌寒いときには
ホットワインで身体を温めたり、買ってきたお菓子やチーズをかわいくデコレーションしてみたり。コールマンの「外ごはん」
シリーズなら、簡単・便利にプチアウトドアを楽しめます。
「アウトドアを経験したことがない方でも簡単に使用できる」をコンセプトとし、使いやすく、コンパクトで持ち運びやすい
軽量な素材を使用した商品を開発しました。地面に落としやすいツールには、落下防止用のマグネットを内蔵するなどア
ウトドアでの使用に特化した機能性にも優れています。また、使うのが楽しくなるポップなハッピーカラーを採用しています。
「公園ランチ、お花見、フェスやビーチなどで、気軽にプチアウトドアに挑戦してみたい。」、「日常にチョットしたスパイスを
取り入れてみたい。」といったニーズに対応します。
「外ごはん」シリーズのアイテムには、持ちやすさと使いやすさを追求した「マイミールプレート™」、多機能キッチンツー
ル「マイクッキングスタンド」、みんなで持ち寄った料理をかわいく飾れる「パーティーツリープレート™」をはじめ、簡単なク
ッキングに便利な「マイトースターグリル™」、「マイメッシュボウル™」、「シェラカップ/300・600」、があります。また、シェラカ
ップとあわせて使用し、お好みにカスタマイズできる「マイカップカバー™」、「マイカップケトル™」、「マイハンドグリップ™」が
あります。これらのアイテムと「アウトランダーマイクロストーブ PZ」（ガスバーナー）を組み合わせて、ワンバーナークッキ
ングを簡単に楽しむこともできます。コールマンの「外ごはん」アイテムで、より特別で楽しいひと時をお過ごしください。
各製品の詳細は次頁よりご参照ください。

＜製品特長＞
マイクッキングスタンド™
キッチンツールがセットになった
ポップな色調のコンパクトツールセット
■ケースを立てればマグネット式ツールスタンド
として使える
■ケースのボトムはまな板としても使える
■薄くたたんで収納可能
■おろし金のついたサーバースプーン

サーバースプ
ーンとフォー
クをマグネット
で組み合わせ
ればトングに

パーティーツリープレート™

分解すると
カップ4つと
プレート 3
枚に

アウトドアをかわいく盛り上げる
パーティーツリープレート
■カップ＆ディッシュとしても使える
組み立て式ツリープレート
■３枚のお皿として平置き使用もできる
■分解してコンパクトに持ち運べる

コンパクト
に収納可能

マイミールプレート™

シェラカップ/300・600

マグネット内蔵で使いやすい
プレートとカトラリーのセット

底が深いので、調理にも対応！
スタッキングしやすい
ステンレス製カップ

■プレートの端でスプーン、フォ
ークがマグネットでくっつき、
落ちにくい
■プレートとコーナーのカタチが
ぴったりで角まですくえる
■外ごはんにピッタリな持ち運び
やすい
サイズ

■火にかけられる万能カップ
■便利な目盛り付き

マイトースターグリル™

マイカップカバー™

遠赤外線でトーストがこんがり焼ける
ワンバーナーサイズのトースターグリル

フタや鍋敷きとしても使える
シェラカップ専用カバー

■ワンバーナーでいろんなものが手軽に焼ける
■網の高さが 2 段階で調整できる

■ナベしきとしても使えるシェラカップ
専用カバー
■フタ裏のボツボツがうま味を逃さない
■シェラカップ／600 専用

網の高さで
火力調整
フタ裏

マイカップケトル™

収納時

シェラカップに取り付ければ、ケトルに
変身！シェラカップ専用カバー
■シェラカップにカンタンとりつけ、ケトルに
変身
■右利きでも左利きでも注ぎやすい
※お手入れ簡単な ■シェラカップ／600 専用
シリコン樹脂製

マイハンドグリップ™
ハンドルにつけて調理がラクに
行えるシェラカップ専用グリップ
■シェラカップのグリップを自分色に
カスタマイズ
■ハンドルが熱くなりにくい
■グリップがやわらかいから持ちや
すく、滑りにくい

マイメッシュボウル
アイディア次第で料理の幅が
ひろがる！シェラカップ専用
ザル
■シェラカップと一緒に使える
ステンレス製ザル
■パスタ・野菜の湯切り、
裏ごしもできる
■シェラカップ／600 専用

シェラカップ 600
使用時

＜製品仕様＞
品番

グリーン 2000012941
ピンク
2000012939

製品画像

仕様
マイクッキングスタンド™
サイズ：
ケース/ 約 23×17×2 ( h ) cm
各ツール/約 22cm
本体重量： 約 310g
材質：
PP、PC、 シリコン、他

参考価格

\2,100
（税込）

パーティーツリープレート™
ピンク
2000012940
グリーン 2000012942

サイズ：
約φ25×20.5(h)cm
本体重量： 約 295g
材質：
PP

￥2,100
（税込）

マイミールプレート™
グリーン 2000012937
ピンク
2000012934
イエロー 2000012938

サイズ：

プレート/約 15.5×15.5×1.4(h)cm
スプーン、フォーク/約 13cm
本体重量： 約 67g
材質：
PP、他

\630
（税込）

マイメッシュボウル™
2000012952

サイズ：
約 13×20.5×5(h)cm
本体重量： 約 85g
材質：
ステンレス

\1,050
（税込）

マイトースターグリル™
2000012954

サイズ：
約 14×24×5(h)cm
本体重量： 約 145g
材質：
ステンレス

\1,575
（税込）

グリーン 2000012945
ピンク
2000012943
イエロー 2000012946

マイカップケトル™
サイズ：
約 15×13.5×4(h)cm
本体重量： 約 95g
材質：
シリコン（耐熱温度約 200℃）

\840
（税込）

グリーン 2000012948
ピンク
2000012947
イエロー 2000012949

マイカップカバー™
サイズ：
約φ13.5×1(h)cm
本体重量： 約 65g
材質：
シリコン（耐熱温度約 200℃）

\525
（税込）

マイハンドグリップ™
グリーン 2000012951
ピンク
2000012950
イエロー 2000012953

サイズ：
約 9×2.5×0.7(h)cm
本体重量： 約 14g
材質：
シリコン（耐熱温度約 200℃）

￥315
（税込）

シェラカップ/600
2000012956

サイズ：
容量：
本体重量：
材質：

約φ13×6.5(h)cm
約 600cc
約 150g
ステンレス

￥1,575
（税込）

シェラカップ/300
2000012955

サイズ：
容量：
本体重量：
材質：

約φ12×4(h)cm
約 300cc
約 100g
ステンレス

\1,050
（税込）

＜アウトドアリゾートをつくろう＞
さまざまな方が作るアウトドアリゾートを以下ウェブサイトにて随時ご紹介します。
自分に合ったアウトドアリゾートを探してみてください。www.coleman.co.jp/outdoorresort/

本広報資料は、報道目的に限り転送/引用などにご利用していただけます。
本広報資料に関する製品画像データは、こちらからダウンロード可能です。なお、画像データの取扱に関しては、
「製品画像データの取扱に関する注意事項」をご一読願います
https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2013/2013-SotoGohanSeries.zip
■ 製品画像データの取扱に関する注意事項
①オンラインプレスルーム（www.coleman.co.jp/company/pressroom/）から本件に関する製品画像データ
（JPEG の ZIP 圧縮ファイル）をダウンロードできます。なお、画像データの使用は、報道目的のみと
させていただきます。
②製品画像データをダウンロードするには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、
弊社から配信するプレスリリースに明記しています（※注： ID とパスワードのご紹介はご遠慮願います）。
③弊社から配信するプレスリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。
④貴媒体にて画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン ジャパン PR 事務局宛に
事前のご連絡をお願いいたします。
■ コールマン ジャパン 株式会社について
総合アウトドアレクリエーションのリーディングカンパニーとして、コールマン®、セビラー™、スターンズ®、ダナ
デザイン®、エアロベッド®およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行って
います。
設立： 1976 年 5 月、従業員数： 110 名、代表取締役社長： リチャード・L・ギルフォイル
住所： 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
【掲載用のお問い合わせ先／クレジット表記】
コールマン ジャパン株式会社 カスタマーサービス
フリーコール： 0120-111-957
受付時間： 月曜日－金曜日 10：00－17：30 （土・日・祝日を除く）
ウェブサイト： www.coleman.co.jp
【本件および報道関係者様からのお問い合わせ先】
コールマン ジャパン PR 事務局（MSL JAPAN 内）
担当者： 土井（どい）、蓑口（みのぐち）
Email： press@coleman.co.jp

