
ワクワクが止まらない、
遊び心満載のBBQツールが登場！
ドイツ生まれのBBQツールブランド。上質な素材、優れた機能性、
楽しさを追求したデザインのアイテムがアウトドアシーンを盛り上げます。

炎を楽しむファイヤーピット
3つのパーツを組み合わせて作る、独
創的なヘキサゴン型のファイヤーピット。
使いやすいφ65cmタイプと、ダイナミッ
クな炎が楽しめるφ90cm、φ120cmも。
1.◎TRIPLE 65 Fire bowl  
¥24,800（税抜）  品番h050101
サイズ：W650×D560×H170mm
重量：6.4kg　材質：コールテン鋼
◎TRIPLE 90 Fire bowl 
¥45,000（税抜）  品番h050102 
サイズ： W900×D780×H240mm
重量：13kg　材質：コールテン鋼
◎TRIPLE 120 Fire bowl 
¥72,000（税抜）  品番h050103
サイズ：W1200×D1050×H320mm
重量：21.5kg　材質：コールテン鋼

ボウルを低位置でしっかり安定
ファイヤー・ボウルを低い位置でしっか
りと安定できる専用のベース。ステン
レス製のシンプルなデザインも魅力。
2.◎BOWL Wirebase 
¥8,200（税抜）  品番h100601
サイズ：W360×D360×H150mm　
重量：1kg　材質：スチール（本体）、ス
テンレススチール（脚）

安定感抜群の折りたたみ三脚
ファイヤー・ボウルをちょうどBBQを行
えるくらいの高位置で安定させること
ができる三脚。折りたたみ式で便利。
3.◎BOWL Tripod
¥17,200（税抜）  品番h100201 
サイズ：H770×D70×W70mm（使用時：
H600mm）  重量：2.7kg  材質：ステン
レススチール

丈夫で使いやすいグリッド
2枚のクッキング・グリッド。プランチャ
と組み合わせてもOK。素材は汚れが
落ちやすく、丈夫なクローム鋼。
4.◎BOWL Grid
¥12,000（税抜）  品番h100401
サイズ：φ570mm　重量：3kg　

素材を美味しく焼き上げる鉄板
鋳鉄のプレートを2枚組み合わせてボ
ウルにのせると、火を中心とした輪ができ、
周り素材を焼き上げることができます。
5.◎BOWL Plancha
¥14,000（税抜）  品番h100301
サイズ：W600×D300×H20mm（半円
形のもの1枚）　重量：4.3kg　材質：鋳鉄

半球型のファイヤー・ピット
ボウルは水平にだけでなく、炎を風か
ら保護するために、傾けて置くことも可
能。ワイヤベースまたはトライポッド付き。
1.◎BOWL with Wirebase 
¥47,000（税抜）  品番h100101
サイズ：φ570×H350mm
重量：5.5kg　材質：スチール（本体）、
ステンレススチール（脚）
◎BOWL with Tripod
¥¥56,000（税抜）  品番h100501
サイズ：φ570×H750mm
重量：7.5kg　材質：スチール（本体）、
ステンレススチール（脚）
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楽しさがもっと広がる専用グリル
ファイヤー・ボウルに設置する専用グリ
ルでBBQなどが楽しめます。40cmの
ポールとセットで、高さの調整も可能。
2.◎TRIPLE Grid φ45 
¥16,000（税抜）　品番h050301
サイズ：W450×D700×H30mm
重量：2.4kg　材質：ステンレススチール
※付属品 ： 40cmポール
◎TRIPLE Grid φ55 
¥25,000（税抜）　品番h050302
サイズ：W550×L920×40mm
重量：3.4kg　材質：ステンレススチール

テーブルを立てる専用ポール
高さは40cmまで調節できます。
3.◎TRIPLE Pole 40
¥4,000（税抜）　品番h050601
サイズ：φ22×L400mm　重量：0.5kg
材質： ステンレススチール

調理もできる多機能テーブル
別売のポールにセットして使用するテー
ブル。ホットプレートとして調理も可能。
4.◎TRIPLE Table
¥12,500（税抜）　品番h050201
サイズ：φ350×H20mm　重量：2.2kg
材質：ステンレススチール

グリルを高めに設定するときに
ファイヤー・ボウルφ90cmの高さを変
えるためのレッグ。取付取外しも簡単。
5.◎TRIPLE 90 Feet
¥9,000（税抜）　品番h050501
サイズ： W90×L340×D4mm　
重量：1.8kg　材質：コールテン鋼
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使いやすさを追求したバスケット
スクウェア型のシンプルかつスタイリッシュ
なファイヤーピット。手間のかかる消火作業
はひっくり返すだけと簡単。
1.◎CUBE Fire basket black 
¥64,800（税抜）  品番h020101
サイズ：W430×D430×H440mm  
重量：15kg  材質：ステンレススチール 他

美味しさ引き出す専用グリル
ファイヤー・バスケットで使用できる専用の
グリル。鋳物製のプレートは、リブ加工とフラッ
トで両面使用できます。
2.◎CUBE Plancha
¥11,000（税抜）  品番h020501
サイズ：W250×D460×H20mm
重量：3.5kg  材質：エナメルキャストアイアン

BBQには欠かせないグリル網
ファイヤー・バスケット上部の隙間に引っ掛
けて使用するグリル網。設置高さを変えるこ
とで火加減も調整できます。
3.◎CUBE Grid
¥9,000（税抜）  品番h020301
サイズ：W410×D410×H100mm
重量：1.6kg  材質：ステンレススチール

CUBEの世界が広がるボード
丈夫な竹材のボード。ファイヤー・バスケット
の本体をひっくり返して上にのせるとテーブ
ルやスツールとして使用可能。
4.◎CUBE Board
¥11,000（税抜）  品番h020201
サイズ：W420×D420×H30mm
重量：3.5kg  材質：バンブー

長く使い続けるためのアイテム
ファイヤー・バスケット専用のカバー。防水
を施した丈夫な素材で雨風や湿気、汚れや
キズから保護します。
5.◎CUBE Cover
¥12,500（税抜）  品番h020401
サイズ：W430×D430×H440mm
重量：1.5kg

BEER BOX
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楽しさが詰まったビールケース
栓抜きが付いた、おしゃれなデザインのビー
ルケース。アウトドアシーンではファイヤーピッ
トとして使用できます。
1.◎BEER BOX Fire basket 
¥25,000（税抜）  品番h070101
サイズ：W380×D280×H300mm
重量：7kg　材質：コールテン鋼

シンプルなオリジナル栓抜き
マグネット付きの栓抜き。強力なマグネットで
しっかりと固定。栓を開けると、強力な磁力
でキャップを捕らえます。
2.◎JOHNNY CATCH 
MAGNET BOTTLE OPENER
¥4,500（税抜）  品番h040101
サイズ：W40×L125mm  重量：100g
材質：ステンレススチール

シンプルさと使いやすさを追求
シンプルで機能的なトング。掴みやすい設
計で、持ち手部分の先端にある穴に引っ掛
けるとグリル網も持ち上げられます。
3.◎TONGS
¥4,800（税抜）  品番h030401
サイズ：W70×L400  重量：230g
材質：ステンレススチール

本格グリル、スツールとして
BBQが楽しめる専用グリル、テーブルやスツー
ルにもなるバンブー製の専用ボードで、バ
スケットを幅広く使用できます。BBQシーン
では欠かせない存在に。
4.◎BEER BOX Grid
¥6,800（税抜）  品番h070301
サイズ：W390×D270×H40mm
重量：0.9kg  材質：ステンレススチール
5.◎BEER BOX Board
¥6,800（税抜）  品番h070201
サイズ：W390×D280×H40mm
重量：1.5kg  材質：バンブー

手になじむ手縫いグローブ
上質な革と耐久性の高いケブラーを使用。
完璧なフィット感は手縫いならでは。
6.◎ホーファッツオリジナルグローブ
¥9,000  品番h030302
サイズ：L350: mm  材質：スウェード、ケブラー

体にフィットするエプロン
首から両脇まで続くロープの調節で簡単に
体に合わせられるエプロン。タオル付。
7.◎ホーファッツオリジナルエプロン
¥9,000  品番h030201
サイズ：W660×L770mm（フリーサイズ）
材質：コットン、ポリエステル
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OFYR

屋外でグリルを守るカバー
グリルを使用しないときに、雨風からグリ
ルを保護するためのカバー。
6.◎85cmグリル用カバー
¥32,000（税抜）  品番OF-OACB85
サイズ：φ850×H70mm　重量：6.6kg
材質：スティール（本体）、木（取手）
7.◎100cmグリル用カバー
¥34,000（税抜）  品番OF-OACB100
サイズ：φ390×H110mm　重量：7.7kg
材質：スティール（本体）、木（取手）

直火調理を可能にするグッズ
グリル中央に設置すれば、直火で調理が
できるオプショナルグリル。
9.◎オフィア・ラウンドグリル85
¥36,000（税抜）  品番OF-OAG85
サイズ：φ390×H110mm　重量：8.5kg
材質：ブラックカーボンスティール
◎オフィア・ラウンドグリル100
¥37,000（税抜）  品番OF-OAG100
サイズ：φ490×H110mm　重量：10.5kg
材質：ブラックカーボンスティール

BBQの醍醐味をこの一台で
Ø850ｍｍのグリル、薪を収納できるラック
を兼ねた調理台、カッティングボードのセッ
ト。グリルとボードは取り外しでき、すっき
り片づけられます。
1.◎アイランド  85/100 
¥480,000（税抜）  品番OF-OI85100
サイズ：W1,670×D850×H1,000mm
重量：148.4kg　
材質：スティール（本体）、ブラックカーボ
ンスティール（グリル）、ラバーウッド （カッティ
ングボード）

薪を用いた直火料理を楽しむ
シンプル＆ワイドなグリルと、バーベキュー
に使用する薪をストックできる台のセットで
す。グリルはØ850ｍｍと大きなサイズの
Ø1,000ｍｍから選べます。
2.◎クラシック  ストレージ 85/100
¥340,000（税抜）  品番OF-OCS85100
サイズ：W850×D850×H1,000mm
重量：96.7kg　材質：スティール（本体）、
ブラックカーボンスティール（グリル）
3.◎クラシック  ストレージ 100/100
¥380,000（税抜）  
品番OF-OCS100100
サイズ：W980×D980×H1,000mm
重量：117.3kg　材質：スティール（本体）、
ブラックカーボンスティール（グリル）

便利な調理台＆薪の収納セット
余裕のある広さのカッティングボードと薪
がストックできる台のセット。
4.◎カッティングボード付きストレージ
¥200,000（税抜） 品番OF-BBS459088
サイズ：W900×D450×H880mm　
重量：79kg　材質：スティール（本体）、
ウッド（カッティングボード）

座るだけでなく薪収納も
薪がストックできるベンチ。アイランド・ク
ラシックシリーズと一緒に。
5.◎ストレージ付きベンチ　
¥75,000（税抜）  品番OF-WSB
サイズ：W1,000×D450×H464mm
重量：36kg　材質：スティール（本体）、
ウッド（座面）

3

1

料理をいつまでも温かく
中央に炭を置き、調理した料理を温
めるためのテーブル用保温器。
8.◎テーブル用保温グリル
¥44,000 （税抜）  品番OF-OAR30
サイズ：φ300mm　材質：鋳鉄

ダイナミックに楽しさ溢れる
OFYRシリーズ
オランダ発、これまでにないタイプのバーベキューグリルが日本に初上陸しました。
これはØ850mm、Ø1,000mmという大型グリルの中心で薪が燃え、
厚み24ｍｍの鉄板で食材を焼き上げる、まさに「魅せる」バーベキュー。
ダイナミックなグリルが生み出すおいしさと楽しさが、特別な一日を演出します。
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幅広く使えるロゴバッグ
オフィアのロゴが入ったオリジナルバッグ。
薪入れにも使用できます。
1.◎オフィア・ロゴバッグ
¥3,800（税抜）  品番OF-OAWB
サイズ：W640×D310×H410mm
材質：ジュート

液だれせず機能性も抜群
グリルのデザインに合わせたスタイリッシュ
な印象のオイルポット。
2.◎オイルポット
¥5,000（税抜）  品番OF-OAOC
サイズ： H230mm　容量：0.5ℓ
材質：ステンレススティール

安全に楽しむための必需品
薪を運んだり、火を扱うときに便利なオリジ
ナルのレザーグローブ。
3.◎オフィア・レザーグローブ
¥13,000（税抜）  品番OF-OAG
サイズ：L420mm　材質：牛革（スウェード）

ダイナミックな串焼きに
オフィア専用の焼き串。グリルのサイズに
合わせたロングサイズです。
4.◎シュラスコ用焼き串
¥12,000（税抜）  品番OF-OAS85
サイズ：L850mm
材質：ステンレス、木（持ち手）

OFYRオリジナルエプロン
熱や油にも強く安心なオリジナルのレザー
エプロン。フリーサイズ。
5.◎レザーエプロン
¥30,000（税抜）  品番OF-OALA
調節可能なストラップ付き　
サイズ：W555×L840mm（ストラップ除く）
重量：640g　材質：牛革

専用トングでスムーズ調理
オリジナル調理用トング。取っ手はシリコン
で熱くならず安心です。
6.◎クッキングトング
¥2,900（税抜）  品番OF-OAT
サイズ：L300mm　重量：170g
材質：ステンレススティール、シリコン（取っ手）

火を操るツールセット
トングとブロワーのツールセット。火を熾した
り、薪を動かすときに使用。
7.◎オフィア・オリジナルトング＆
ブロワーセット
¥42,000（税抜）  品番OF-OAB
［火吹き］：φ30×L800mm
材質：アルミニウム、シリコン、レザー
［トング］： L590mm　材質：スティール　
重量：2.27kg 

調理から後片付けまで
調理だけでなく、グリルの焦げ付きを落とす
のに便利なスパチュラ。
8.◎スパチュラ
¥5,600（税抜）  品番OF-OASP
サイズ：120×260mm　材質：ステンレス
スティール、ポリアセタール（取手）

さらにおいしい香りづけ
素材を鉄板に一緒に載せれば、シダーウッド
の香りでさらにおいしく。
9.◎シダーウッド
¥5,600（税抜）  品番OF-OACW
サイズ： L260mm　内容量：3枚入り（330g）
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海や山で、
自宅でも楽しむBBQ

BBQは海や山に行って楽しむものだけではありません。
天気の良い日は、自宅の庭で火を起こして料理を作る。
火のある暮らしをもっと身近に、もっと自分らしく。
アウトドアキッチンとしてBBQを楽しんでみませんか？

使いやすさを追求した本格グリル
グリル部分がスウィングするので火の調整や炭足し
も簡単。高さも調節できるほか温度計付きリッド（蓋）、
クッキングボード、灰取りトレイなどグッズもセット。
1.◎スウィングBBQグリル ［a+ design］
¥42,000（税抜）  品番SWING
サイズ：φ635×H823～885mm  重量：21kg
材質：スティール、ステンレス、木　付属品：温度
計付きリッド（蓋）、木製クッキングボード、灰取り
用トレイ、調理器具用フック、レインカバー

蒸し焼きや燻製も手軽に
space600、HomeGrillなど、ほとんどの旧モデ
ルで使用できるリッド（蓋）。
2.◎スウィング リッド（単品）　[a+ design]
¥8,000（税抜）  品番S-LID
サイズ：φ650×H215mm　重量：3.8kg
材質：スティール（本体）、木（取っ手）

パエリアなどの料理を
スウィンググリルで楽しむ
スウィンググリルにぴったりとはまる大きさのパ
エリアパンです。火をしっかり通したい時や蒸し
焼きに便利な蓋も。
3.◎パエリアパン   ［Vaello Campos］
¥12,000（税抜）  品番VAP-0160
サイズ：φ595mm  重量：3.8kg  材質：スティール
4.◎パエリアパン蓋  ［Vaello Campos］
¥8,000（税抜）  品番VAP-2160
サイズ：φ600mm  重量：0.4kg  材質：アルミ

ピザもパリッと美味しく
グリルに載せればピザが焼けるピザストーン。ピ
ザカッターも付属。
5.◎ピザストーン ラウンド
［California Pizza Craft］
¥3,600（税抜）  品番SLPS33C
サイズ：φ330×H11mm  重量：1.6kg  材質：
セラミック（ストーン）、ステンレス（カッター）

火を遊ぶ、こだわりアイテム
ファイヤーピット、付属のバンブー（竹）製テーブ
ルトップを載せてテーブルにもなるグリル。パエ
リアパンも使用でき、幅広い楽しみ方が可能です。
6.◎リボルバー　［a+ design］
¥28,000（税抜）  品番REVO17
サイズ：φ600×H365mm　重量：14kg　
材質：スティール、ステンレス　付属品：バンブー
トップ、グレート

超スリムなポータブルグリル
薄さわずか3ｃｍ、重さ3.9ｋｇ、持ち運びに便利
なポータブルグリル。4つのステップで簡単に折
りたたむことができます。専用のトートバッグは
別売り。
7.◎ノートブックSS  ［a+ design］
¥9,200（税抜）  品番NBSS2012
サイズ：〈使用時〉W485×D390×H408mm 〈折
りたたみ時〉W485×D30×H550mm 重量：
3.9kg  材質：ステンレス  付属品：折りたたみ式
メッシュグリル
8.◎ノートブックSS用トートバッグ  
［a+ design］
¥2,400（税抜）  品番NBSS-BAGL
サイズ：W495×L560mm　材質：ナイロン

手軽さとキュートなボディが魅力
約20秒でセットアップできるポータブルグリル。
持ち運びしやすいロッキングハンドル付き。汚れ
にくいエナメル塗装のレッドカラーが印象的です。
9.◎アイ グリル　［iroda］
¥12,000（税抜）  品番iG10-R
サイズ： 〈使用時〉W450×D440× H290mm 〈収
納時〉W450×D120×H370mm  重量：約5.5kg
材質：スティール、ステンレス　付属品：メッシュ
グリル、アッシュトレイ、メッシュグリル用ハンドル
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より便利に快適にアウトドアを彩るアイテム
バアウトドアの基本アイテムであるBBQグリルは、さあざまな種類がありますが、
使い切りタイプはどこへでも連れていける、究極の手軽さが魅力。
また、アウトドアシーンに便利さや快適さをプラスするアイテムも勢ぞろい。
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究極のインスタントエコグリル
天然素材のみでできた使い切りグリル。
セットアップは組み立て＋四隅の竹炭に
着火するだけの約5分。約60分の本格
調理が楽しめます。
1.◎クラフトグリル ［CASUSGRILLTM］
¥1,200（税抜）  品番CASUS
サイズ： 〈使用時〉W315×D255×H117
mm 〈梱包時〉W315×D235×H55mm
重量：1.0kg　材質：竹炭、火山石、竹、ダ
ンボール

BBQをもっとおしゃれに演出
柳の枝で編まれたナチュラルな雰囲気
のクーラーボックス。2ℓのペットボトルや
ワインも立てたまま入る大き目サイズ。バー
ベキューやピクニックにぴったり。
2.◎チェルシーフードクーラーｄ
［a+ design］
¥6,000（税抜）  品番MD10-260
サイズ：W440×D235×H380mm
重さ：1kg　材質：木（柳）、PVC、アルミフォ
イルほか

直火OK！機能的な耐熱グラス
インドの理化学ガラスメーカーBOROSIL
社が製造する耐熱グラス。直火OKでオー
ブン料理にも使用可能。機能美を追求し
たデザインで、フェルト製カバーも便利。
3.◎ビジョン クラシック
［BOLOSIL VISION GLASS］
LH  ¥1,200（税抜）  品番VG-LH
サイズ：φ64×H120mm　容量：350㎖
LW  ¥1,200（税抜）  品番VG-LW　
サイズ：φ74×H80mm　容量：305㎖
M  ¥1,000（税抜）  品番VG-M　
サイズ：φ64×H100mm　容量：295㎖
S  ¥800（税抜）  品番VG-S　
サイズ：φ64×H70mm　容量：210㎖
SS  ¥700（税抜）  品番VG-SS　
サイズ：φ56×H70mm　容量：145㎖
◎グラスカトーリ　
［BOLOSIL VISION GLASS］
L  ¥1,150（税抜）  品番VG-KL　
サイズ：φ83×H40mm　容量：180㎖
S  ¥750（税抜）  品番VG-KS　
サイズ：φ65×H40mm　容量：105㎖
材質：ガラス
◎フェルトスリーブ　
［BOLOSIL VISION GLASS］
LW用  ¥600（税抜）  品番S-LWL　
サイズ：φ74×H55mm
M, S用  ¥600（税抜）  品番S-SML
サイズ：φ64×H55mm　

美しい炎が揺らめくトーチ
ドイツBoomex社のアウトドア用オイル
トーチ。美しい炎が長時間続き、幻想
的に辺りを照らします。
4.◎オイルトーチ バレル  ［Boomex］
¥4,600（税抜）  品番OT-B
5.◎オイルトーチ コーン  
［Boomex］¥4,600（税抜）  
品番OT-C
サイズ： H1,100mm　材質：ステンレス
◎専用替え芯￥850（税抜）  品番EL
使用燃料：ランプオイル　燃焼時間：約
15時間（燃料400㎖使用時）

オイルトーチをしっかり固定
オイルトーチを使う際、コンクリート上
で使用するときなど、地面に穴が開け
られないときにトーチを固定できます。
6.◎トーチベース  ［a+original］
¥4,600（税抜）  品番OTBBK-CR
サイズ：W145×D145×H150   
材質：コンクリート

専用オイルは選べる２タイプ
ノーマルとオーガニックのシトロネラオ
イルがあり、柑橘系のシトロネラオイル
は虫除け効果が期待できます。
7.◎ランプオイル　クリアー
［Wonderblitz］
¥1400（税抜）  品番LO 内容量：1ℓ　
◎ランプオイル　シトロネラ
［Wonderblitz］
¥1900（税抜）  品番LO-C内容量：1ℓ

56 57


