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アウトドアユースからタウンユースまで幅広い汎用性を持つバッグシリーズ 

「マウントトレック」＆「ブリーズ」 にポップなチェック柄などを追加 
２０１２年２月下旬よりチェック柄など新色追加で新発売！ 

 

～～機機能能性性のの高高ささにに加加ええ、、持持っってていいるるだだけけでで気気持持ちちがが明明るるくくななるるポポッッププななデデザザイインンににもも注注目目～～  

コールマン ジャパン株式会社は、本格的なアウトドアから、タウンユースまで、様々なシーンに対応する「マウン

トトレック」シリーズ及び「ブリーズ」シリーズの新色を 2012 年2 月下旬より新発売いたしました。 

本格的なアウトドアを楽しむ方におすすめの「マウントトレック」シリーズは、トレッキングやキャンプなど、目的に

合わせた３種類の容量のレギュラーサイズ、小柄な女性でも背負いやすい 2 種類の容量のショートタイプをラインナ

ップ。いずれも体にフィットする高い機能性が、アウトドア体験の楽しさ、心地よさをサポートしてくれます。 

タウンユースにも便利な「ブリーズ」シリーズは、アウトドアでの使用はもちろん、日常使いや旅行などにも使える

デザイン性が特徴。カラーバリエーションも豊富です。機能性も高く、持ち物をしっかり分けてしまえて、非常に汎用

性の高いバッグとなっています。 

また新しいカラーバリエーションとして、遊び心の効いたレッド、グリーン、パープルのチェックを組み合わせた「チ

ェック」そして、ポップなピンクがかわいい「ピンクスター」、トリコロールカラーを組み合わせた鮮やかな「ホワイト」が

追加されます。本シリーズは、アウトドアブランドとして、蓄積されたノウハウを存分に発揮した機能性のみならず、

持っているだけで心も身体も軽やかになるようなデザイン性の高さにもこだわりが発揮されたシリーズです。 
 

（※各製品の詳細は次頁よりご参照ください※） 

本件に関するお問い合わせ先 

コールマン PR 事務局 （サニーサイドアップ内） 担当: 沼尻（ぬまじり）・島谷（しまや） 

e-mail: press@coleman.co.jp 



 

 

<製品特長> 

ママウウンントトトトレレッッククシシリリーーズズ：：充充実実ししたた機機能能でで、、トトレレッッキキンンググををよよりり快快適適にに、、よよりり心心地地良良くく  

マウントトレック ３０ レギュラー NEW  

山小屋1 泊におすすめ！軽量コンパクトで高機能 

■ 新色にポップで目を引くチェック追加 
→ 全4 色展開 （ブラック、ネイビー、カーキ、チェック） 
■ 寝袋や着替え、食糧など入れて山小屋を 1 泊するのに 
  ちょうど良い大きさ。 

 

マウントトレック ４５ レギュラー NEW 
1 泊以上のトレッキングや旅行向け 45L パック 

■ 新色にポップで目を引くチェック追加 
→ 全4 色展開 （ブラック、ネイビー、カーキ、チェック） 
■ 寝袋や着替え、食糧など入れた 1 泊程度の宿泊を伴う登

山や海外旅行一人旅などに便利な大きさ。 

 

  
  

  

  

「「全全ママウウンントトトトレレッッククシシリリーーズズ共共通通機機能能】】  

マウントトレック 55 レギュラー NEW  

2 泊以上のトレッキングやキャンプで活躍！55L パック 

■ 全4 色展開 （ブラック、ネイビー、カーキ） 
■ テントまでらくらく入る大容量で本格トレッキングに対応。 

たくさん詰め込んでも身体への負担は 小限になるよう 
に調節可能。 

 

  

  

  

  

  

  

  

マウントトレック 30 ショート NEW  

小柄な女性でも楽に背負える背面長43cm で 30L！ 

■ 全2 色展開 （ネイビー、レッド） 
■ 小柄な女性でも楽に背負えるように、背面長を通常より短

く、43cm に。女性の身体のラインに合わせて設計したシ
ョルダーハーネス。 

 

 

マウントトレック 45 ショート NEW 
小柄な女性でも楽に背負える背面長43cm で 45L！ 

■ 全4 色展開 （ネイビー、レッド） 
■ 小柄な女性でも楽に背負えるように、背面長を通常より短

く、43cm に。女性の身体のラインに合わせて設計したシ
ョルダーハーネス。 

 

  

  

KK 
カーキ 

CK 
チェック 

BK 
ブラック 

RD 
レッド 

NV 
ネイビー 

2 ルーム仕様： 
荷物を整理しやすい 

トレッキングボール
ホルダー(2 本) 

サイドメインアクセス
可能：本体インナーの
荷物がとりだしやすく
使いやすい！ 

ハイドレーション 
システム対応： 
こまめな水分補給が 
図れます 

ヒップベルトポケット：
行動食やちょっとした 
小物入れにとても便利 

サイドポケット 
（ボトルストッパー内蔵）： 
水筒などを安全に収納 



 

 

ブブリリーーズズシシリリーーズズ：：日日常常使使いいででききるるアアウウトトドドアアブブラランンドドななららででははのの機機能能性性ととデデザザイインン性性  

ブリーズ ２５   

日常使用にほどよい大きさの 25L バックパック 

■ 新色にピンクスター、ホワイト、チェック追加 
→ 全 9 色展開 （ブラック、グレー、パープル、ピンク、ブラッ

クリップ、カモフラージュ、ピンクスター、ホワイト、チェッ
ク） 

■ ちょっとしたお出かけはもちろん、日常使いにも重宝する 
   25L バックパック 

ブリーズ ３０  

アウトドアからタウンユースまで！ 30L バックパック 

■ 新色にピンクスター、ホワイト、チェック追加 
→ 全 9 色展開 （ブラック、グレー、パープル、ピンク、ブラッ

クリップ、カモフラージュ、ピンクスター、ホワイト、チェッ
ク） 

■ A4サイズのクリアファイルがすっぽり入る30Lは通学・通
勤バッグにも 適な汎用性の高さがうれしい 

 

 

 

 

 

 

 

ブリーズ ４０           
アウトドアからタウンユースまで幅広く使える 

■ 新色にピンクスター、ホワイト、チェック追加 
→全 9 色展開 （ブラック、グレー、パープル、ピンク、ブラック

リップ、カモフラージュ、ピンクスター、ホワイト、チェック） 
■ 遠足や旅行に行くにも、たくさんの書類を持ち運ぶにもゆ

ったり使いやすいサイズ 
■ 物をたくさん入れてもスマートなフォルムを維持 
■ ボトムコンプレッションベルトによりブランケットなども 
   装備しやすい仕様 

 

 

 

 

 

 

 

ブリーズスリングバッグ  
コンパクトでも、持ち物をしっかり分けて収納可能！
■ 新色にピンクスター、チェック追加 
→全6色展開 （ブラック、パープル、ブラックリップ、カモフラー

ジュ、ピンクスター、チェック） 
■ 500ml のペットボトルも収まる 5L サイズ

WT
ホワイト 

CK
チェック 

WT 
ホワイト 

PS 
ピンクスター 

プリント 

CK
チェック インナースリーブ

ポケット／ 
メッシュ吊りポケット 

オーガナイザー
ポケット 

フロントバンジーコード
（30L、40L のみ） 

CK
チェック 

PP
パープル 

インナーメッシュ 
ポケットには iPad 
収納可能、 

パッド入りジッパーポケッ
ト、サイドボトルポケットな
どポケットいっぱいで収
納力抜群 

NEW COLOR NEW COLOR 

NEW COLOR 

NEW COLOR

タウンユースの際
はウエストベルト 
収納可能 

CK
チェック 

【【ブブリリーーズズ 2255・・3355・・4400 共共通通機機能能】】 



 

 

 

<製品概要> 

品番 製品画像 仕様 
参考価

格 

CBB2021 
（CK チェック） 
（BK ブラック） 
（NV ネイビー） 
（KK カーキ） 

 

マウントトレック 30 レギュラー 
サイズ：約W30×H59×D22cm 背面長：約47cm  
容量：約30L   重量：約1.26kg 
素材：（BK、NV、KK）420D HD ナイロン、210D ダブルダイアリッ

プナイロン、600D ポリエステル （CK）450D ポリエステ
ル、420D HD ナイロン、600D ポリエステル 

\10,800
（税込） 

CBB2041 
（KK カーキ） 
（BK ブラック） 
（NV ネイビー） 
（CK チェック） 

 

マウントトレック 45 レギュラー 
サイズ： 約W32×H67×D24cm 背面長： 約47cm  
容 量:： 約45L  重 量：約1.55kg  
素 材:：（BK、NV、KK）420D HD ナイロン、210D ダブルダイアリ

ップナイロン、600D ポリエステル （CK）450D ポリエス
テル、420D HD ナイロン、600D ポリエステル 

\12,800
（税込） 

CBB2061 
（BK ブラック） 
（NV ネイビー） 
（KK カーキ） 

 

マウントトレック 55 レギュラー 
サイズ： 約W34×H73×D28cm 背面長：約50cm  
容 量:： 約55L  重 量:：約1.58kg  
素 材:： 420D HD ナイロン、210D ダブルダイアリップナイロ

ン、600D ポリエステル 

\13,800
（税込） 

CBB2031 
（RD レッド） 

（NV ネイビー） 

マウントトレック 30 ショート 
サイズ：約W30×H59×D22cm 背面長：約43cm  
容量：約30L 重量：約1.25kg  
素材： 420D HD ナイロン、210D ダブルダイアリップナイロン、

600D ポリエステル

\10,800
（税込） 

CBB2051 
（NV ネイビー）（RD レ

ッド） 

マウントトレック 45 ショート 
サイズ：約W32×H67×D24cm 背面長：約43cm  
容量：約45L 重量：約1.5kg  
素材： 420D HD ナイロン、210D ダブルダイアリップナイロン、

600D ポリエステル 

\12,800
（税込） 

CBB1081 
（WT ホワイト） 
（BK ブラック） 
（GA グレー） 

（PP パープル） 
（PK ピンク） 

（BKR ブラックリップ） 
（CA カモフラージュ） 
（PS ピンクスタープリ

ント） 
（CK チェック） 

 

ブリーズ 25 
サイズ ： 約W30×H47×D17cm  
容  量::：約25L 
重  量::：（BK、GA、PP、PK、WT、PS、CK）約 760g、（BKR）約

710g、（CA）約770g  
素 材 ::：（BK、GA、PP、PK、WT）420D ベロシティナイロン、420Ｄ

ナイロン、610D HP コーデュラポリエステル、（BKR）
210D ツートンリップナイロン、610D HP コーデュラポリ
エステル、（PS）450D ポリエステル、610D HP コーデュ
ラポリエステル、（CK）420D ベロシティナイロン、450D
ポリエステル、610D HPコーデュラポリエステル、（CA）
600D ポリエステル、610D コーデュラポリエステル 

\5,980 
（税込） 



 

 

 
 
  
■ コールマン ジャパン 株式会社 概要 
東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー  
代表取締役社長： リチャード・ギルフォイル 
http://www.coleman.co.jp 
1976 年5 月設立。資本金2 億円。従業員数110 名。 
コールマンⓇ 製品、スターンズⓇ 製品、セビラーTM 製品およびキャンピングガスⓇ 製品の製造・輸入および国内販売を行う、 
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。 
 

■ 本件に関するお問い合わせ先 
コールマン PR 事務局 （サニーサイドアップ内） 担当: 沼尻（ぬまじり）・島谷（しまや） 
e-mail: press@coleman.co.jp 
 

■ 掲載用のお問い合わせ先 
コールマン ジャパン株式会社 カスタマーサービス 
フリーダイヤル： 0120-111-957 （受付時間：月曜日〜金曜日（10：00〜17：30）祝日を除く） 

※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい※ 

CBB1071 
（CK チェック） 
（BK ブラック） 
（GA グレー） 

（PP パープル） 
（PK ピンク） 

（BKR ブラックリップ） 
（CA カモフラージュ） 
（PS ピンクスタープリ

ント） 
（WT ホワイト） 

 

ブリーズ３０ 
サイズ ： 約W32×H53×D22cm   容量：約30L 
重  量::：（BK、GA、PP、PK、WT、PS、CK）約 910g、（BKR）約

880g、（CA）約920g  
素 材 ::：（BK、GA、PP、PK、WT）420D ベロシティナイロン、420Ｄ

ナイロン、610D HP コーデュラポリエステル、（BKR）
210Dツートンリップナイロン、610D HPコーデュラポリ
エステル、（PS）450D ポリエステル、610D HP コーデ
ュラポリエステル、（CK）420D ベロシティナイロン、
450D ポリエステル、610D HP コーデュラポリエステ
ル、（CA）600D ポリエステル、610D コーデュラポリエ
ステル 

\6,980 
（税込） 

CBB1061 
（PS ピンクスタープリ

ント） 
（BK ブラック） 
（GA グレー） 

（PP パープル） 
（PK ピンク） 

（BKR ブラックリップ） 
（CA カモフラージュ） 

（WT ホワイト） 
（CK チェック） 

 
ブリーズ 40 
サイズ ： 約W33×H56×D23cm   容量：約40L 
重  量::：（BK、GA、PP、PK、WT、PS、CK）約 970g、（BKR）約

930g、（CA）約950g  
素  材::：（BK、GA、PP、PK、WT）420Dベロシティナイロン、420Ｄ

ナイロン、610D HP コーデュラポリエステル、（BKR）
210Dツートンリップナイロン、610D HPコーデュラポリ
エステル、（PS）450D ポリエステル、610D HP コーデ
ュラポリエステル、（CK）420D ベロシティナイロン、
450D ポリエステル、610D HP コーデュラポリエステ
ル、（CA）600D ポリエステル、610D コーデュラポリエ
ステル 

\7,980 
（税込） 

CBＳ1041 
（PP パープル） 
（BK ブラック） 
（CK チェック） 

（BKR ブラックリップ） 
（PS ピンクスタープリ

ント） 
（CA カモフラージュ） 

 

ブリーズスリングバッグ 
サイズ ：約W20×H31×D12cm   容量：約5L 
重  量::：（BK、PP、PS、CK、CA）約400g、（BKR）約360g 
素  材::：（BK、PP）420D ベロシティナイロン、（BKR）210D ツート

ンリップナイロン、（PS）450D ポリエステル、（CA）600D
ポリエステル、（CK）450D ポリエステル、420D ベロシテ
ィナイロン 

\3,980 
（税込） 


