HÖFATS

ホーファッツ

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、
そして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。

CUBE
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CUBE Fire basket black
キューブ・ファイヤー・バスケットは、スタイリッ
シュなスクウェア型ファイヤーピット。手 間の
かかる消火作業はひっくり返すだけと簡単。
¥85,800（税込）品番 h020101
サイズ：W430×D430×H440mm 重量：15kg
材質：ステンレススチール 他
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CUBE Plancha
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。
¥14,300（税込）品番 h020501
サイズ：W250×D460×H130mm 重量：3kg
材質：鋳鉄

3
CUBE Grid
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。
¥12,100（税込）品番 h020301
サイズ：W410×D410×H100mm 重量：1.6kg
材質：ステンレススチール
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CUBE Board
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。
¥12,100（税込）品番 h020201
サイズ：W420×D420×H30mm 重量：3.5kg
材質：バンブー
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CUBE Cover
ファイヤー・バスケット専用カバー。雨風や湿
気、汚れやキズから保護します。
¥13,750（税込）品番 h020401
サイズ：W430×D430×H440mm 重量：0.5kg
材質：ポリエステル、ナイロン

TRIPLE

1
1
TRIPLE 65 Fire bowl
トリプルシリーズのファイヤー・ボウルは、3つ
のパーツを組み合わせて作るヘキサゴン型
のファイヤーピット。素 材はコールテン鋼で、
時の経過とともに錆が出て表面を保護。
¥30,800（税込）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
¥49,500（税込）品番 h050102
サイズ：W900×D780×H240mm
重量：13kg 材質：コールテン鋼
TRIPLE 120 Fire bowl
¥81,400（税込）品番 h050103
サイズ：W1200×D1050×H320mm
重量：21.5kg 材質：コールテン鋼
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TRIPLE Grid φ45
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。
¥22,000（税込）品番 h050301
サイズ：W450×D700×H30mm 重量：2.4kg
材質：ステンレススチール
TRIPLE Grid φ55
¥33,000（税込）品番 h050302
サイズ：W550×L920×H40mm 重量：3.4kg
材質：ステンレススチール
※付属品：40cmポール（φ45 φ55 共通）

3
TRIPLE Pole 40
テーブルを立てるための専用ポール。高さは
40ｃｍまで調節できます。
¥6,380（税込）品番 h050601
サイズ：φ22×L400mm 重量：0.5kg
材質：ステンレススチール

4
TRIPLE Table
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。
¥13,750（税込）品番 h050201
サイズ：φ350×H20mm 重量：2.2kg
材質：ステンレススチール

5
TRIPLE 90 Feet
ファイヤー・ボウルφ90cmの高さを変えるため
の専用レッグ。取付け取外しも簡単。
¥10,450（税込）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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※ TRIPLE 65 Fire Bowlはオプションを取り付けるための穴が一箇所のみとなります。
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BOWL

2

1
BOWL with Wirebase
ボウルは半球型のファイヤー・ピット。水平だ
けでなく炎を風から保 護するために傾けて
置くこともできます。低位置で固定する専用
のワイヤベースが付いています。
¥61,600（税込）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
折り畳み式のトライポッドがセットになったボ
ウル。
トライポッドは高位置で安定でき、
グリッ
ドやプランチャとともに使用すればボウルを
BBQグリルとして使用できます。
¥72,600（税込）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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BOWL Wirebase
ボウル専用のベース。低い位置で固定でき
るため、焚火などの使用に最適です。ステン
レス製のシンプルなデザインも魅力。
¥13,200（税込）品番 h100601
サイズ：W360×D360×H150mm 重量：1kg
材質：ステンレススチール
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BOWL Tripod
ボウル専用の三脚。立って調理をするBBQ
にも、ちょうど良い高さでボウルを固定できま
す。折り畳み式で便利。
¥24,200（税込）品番 h100201
サイズ：H 7 7 0×D 7 0×W 7 0 mm（ 使 用 時：
H600mm）重量：2.7kg 材質：ステンレスス
チール
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BOWL Grid
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。
¥13,200（税込）品番 h100401
サイズ：φ570mm 重量：3kg 材質：ステン
レススチール
BOWL Plancha
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
の素材を焼き上げることができます。
¥17,600（税込）品番 h100301
サイズ：W570×D283×H20mm（半円形のも
の1 枚） 重量：4.3kg 材質：鋳鉄

CONE

1
CONE Chacoal grill
コーン・チャコールグリルは世界で初めて、直
接火の調整を可能にした炭グリルです。ハ
ンドルを動かすだけで、炭グリッドからグリル
までの距 離と給 気を調 節し、火の熱 量を３
段階コントロールできます。
¥176,000（税込）品番 h010101
サイズ：W600×D600×H1050mm
重量：17kg 材質：ステンレススチール

2
Board
コーンの脇に取り付けられるボードで、皿や
調理器具、食材を置くのに便利。素材は耐
久性の高い竹でまな板としても使用でき、取
り付け取り外しが 簡単です。
¥19,800（税込）品番 h010201
サイズ：W400×L310×H20mm 重量：1.5kg
材質：バンブー

1
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Health Grid
溝が深く、余分な脂が落ちるため、ヘルシー
に肉が焼けるグリル。滴下板もついており、
肉汁の多い肉やマリネなどの調理にも安心
して利用できます。折り畳みも可能です。
¥30,800（税込）品番 h010301
サイズ：φ460×H20mm 重量：6kg
材質：鋳鉄（グリル）
、ステンレススチール（滴
下板）

4
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Cover
コーンを保 護するためのカバーフード。ハイ
テクジッパーと組み合わせたナイロンとポリエ
ステルの防水素材で、汚れや湿気から保護
します。
¥15,400（税込）品番 h010401
重量：600g 材質：ポリエステル、ナイロン
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BEER BOX

1
BEER BOX Fire basket
ビアボックス・ファイヤー・バスケットは、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。
¥27,500（税込）品番 h070101
サイズ：W380×D280×H300mm 重量：7kg
材質：コールテン鋼
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BEER BOX Board
専用ボードをのせれば、ビアボックスがテー
ブルや快適なスツールに早変わり。ボードは
ぬくもりのあるバンブー製で、どんなシーンに
もしっくりとなじみます。
¥8,580（税込）品番 h070201
サイズ：W390×D280×H40mm 重量：1.5kg
材質：バンブー

JOHNNY CATCH

3
BEER BOX Grid
ステンレス鋼の専用のグリルを乗せれば、ビ
アボックスで気 軽にBBQを楽しむことも。シ
ンプルな形状で、ハンドルが付いているので、
取り付け、取り外しも簡単です。
¥8,580（税込）品番 h070301
サイズ：W390×D270×H40mm 重量：0.9kg
材質：ステンレススチール

4
JOHNNY CATCH
MAGNET BOTTLE OPENER
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。
¥4,950（税込）品番 h040101
サイズ：W40×L125mm 重量：100g
材質：ステンレススチール
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ホーファッツオリジナルグローブ
上質な革と耐久性の高いケブラーを使用し
たグローブ。手になじむ完 璧なフィット感は
手縫いならでは。
¥11,000（税込）品番 h030302
サイズ：L350mm 材質：スウェード、ケブラー

TOOLS

6

ホーファッツオリジナルエプロン
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。
¥11,000（税込）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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ホーファッツオリジナルトング
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。
¥6,050（税込）品番 h030401
サイズ：W70×L400 重量：230g
材質：ステンレススチール
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GRAVITY CANDLE M90 Lantern
グラビティキャンドルは、重力によりろうそく
が常に垂 直で点 火 消 火が簡 単。消 火は天
地をさかさまにするだけ。屋内外で使用可能。
¥11,000（税込）品番 h080102
サイズ：φ80×H130mm 重量：600g 材質：
ガラス、ステンレススチール
● REPLACEMENT Glass
交換用のガラス。壊れたり、汚れても安心。
¥7,150（税込）品番 h080102-05
サイズ：φ80×H90mm 材質：ガラス

GR AVIT Y CANDLE

2
Hanger
ランタンを吊り下げるためのアクセサリー。
設置はリングにランタンをはめ込むだけ。ロー
プで吊ったり、
ハンドルをフックにかけることも。
¥5,280（税込）品番 h080201
サイズ：φ80×H170mm 重量：100g 材質：
ステンレススチール（ロープ付き）

2
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Pole
ランタンを立てるためのポールで、庭のさま
ざまなところに設置が可能。もちろん、ランタ
ンをさかさまにすれば簡単に消火できます。
¥6,050（税込）品番 h080301
サイズ：L1200mm 重 量：500g 材 質：ステ
ンレススチール

4
Foot
ポールだけではランタンを自立させることが
難しいときに使用。重量1.4kgのベースプレー
トでしっかりと固定でき、使い方が広がります。
¥8,800（税込）品番 h080501
サイズ：φ165×8mm 重量：1.4kg 材質：ス
テンレススチール
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SPIN120 Table-top Lantern
スピンは、ガラスシリンダーの中に炎が美し
く渦を巻いて立ち上る、屋外用のテーブルラ
ンプ。消火はシリンダーに蓋をするだけ。専
用の燃焼ジェル（ 6 ）を別途ご購入ください。
¥35,200（税込）品番 h090101
サイズ：φ230mm（脚）
、φ120mm（ガラス本
体）
、H540mm 重量：4.1kg 材質：ガラス、
ステンレススチール
SPIN90 Table-top Lantern
付属の燃料容器に専用の燃焼ジェル（ 6 ）を
入れてご使用ください。
¥22,000（税込）品番h00221
サイズ：
φ190mm（脚）
、
φ90mm（ガラス本体）
、
H405mm 重量：3.7kg
● REPLACEMENTGlass for SPIN120
交 換 用ガラス。ガラスシリンダーは厚さ2.5
mm、耐熱性のホウケイ酸ガラスです。
¥14,300（税込）品番 h090101-09
サイズ：φ120mm 材質：ガラス
REPLACEMENTGlass for SPIN90
¥12,100（税込）品番 h00032
サイズ：φ90mm 材質：ガラス

2
Stand Elevation for SPIN120
ランプの炎の位置を11cm高くできるアクセサ
リー。工具を使わず、スピンに支柱脚をねじ
込むだけ。地面に直置きしたい時に便利。
¥8,250（税込）品番 h090201
サイズ：φ90×H110mm 重量：250g 材質：
ステンレススチール
Stand Elevation for SPIN90
¥6,930（税込）品番 h00222
サイズ：φ65mm×H90mm 重量：160g 材質：
ステンレススチール

4

3
Pole
屋外の地面に差し込んで固定できるポール
を使って、ガーデントーチにすることも可 能
です。設置はスピンの底部にねじ込むだけと
簡単。ステンレススチールなので丈夫です。
SPIN90、120 兼用。
¥7,150（税込）品番 h090301
サイズ：φ15×L920mm 重量：300g
材質：ステンレススチール

4

SPIN

2

Hanger for SPIN120
スピンを吊り下げるためのアクセサリー。本
体の土 台を取り外し、ハンガーにねじ込ん
で固定。
¥15,400（税込） 品番 h00308
サイズ：W160×D85×H790mm
重量：2.1kg 材質：ステンレススチール
Hanger for SPIN90
¥11,000（税込） 品番 h00312
サイズ：W130×D60×H600mm
材質：ステンレススチール
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SPIN120 Cover
スピンを汚れや湿気から守るための専用カ
バー。
¥8,800（税込）品番 h00375
材質：ポリエステル、ナイロン等
SPIN90 Cover
¥7,150（税込） 品番 h00377
材質：ポリエステル、ナイロン等

6
Bioethanol fuel bottle 1ℓ
SPIN 専 用の燃 焼ジェル。液 体に比 べ 安 全
性が高く、濃 厚アルコールのためほぼ完 全
燃焼し、煙や匂いがほとんど出ません。付属
のカンに注いで使います。
SPIN専用の燃焼ジェル、詰め替え用。
¥2,200（税込）品番 h090801
容量：1ℓ 材質：バイオエタノール
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LOVINFLAME

ラビンフレーム
1

着火点 104℃の専用燃料を使用、特許取得のステンレス芯のみに
引火するランプ。テーブルトップからキャンドルまで幅広くラインアップ。

テーブルトップ180
直線的なデーブルトップのランプ。自立型の
ポータブルタイプで、手軽に持ち運び可能。
¥59,400（税込） 品番 TCM50100 Black
サイズ：W405×D155×H100mm
燃焼時間：3〜3.5 時間 /1ℓ

TABLETOP LAMP

2

テーブルトップ180 ウィンドガード付き
テーブルトップ180に風よけが付いたタイプ。
屋外でも安心して使用できます。
¥81,400（税込） 品番 TWM50100
サイズ：W490×D295×H165mm
燃焼時間：3〜3.5 時間 /1ℓ

2

3

パッション・クラシック
炎の揺らめきが楽しめる透明ガラスとブラッ
クのベースがモダンな円柱型ランプ。
¥8,140（税込） 品番 CSG20300
サイズ：Φ106×H167mm
燃焼時間：3 時間 /135㎖

1

4

PASSION GLASS
4

パッション・デラックス
パッション・クラシックのラージサイズ。
¥13,200（税込） 品番 CSG30300
サイズ：Φ144×H135mm
燃焼時間：3.3 時間 /300㎖
◎パッションスタンド 2 個セット
クラシック、デラックス共に使用可 能な専用
スタンド。演出の幅が広がります。
¥15,730（税込） 品番 CPM00100
サイズ：Φ200×280mm

5
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Lovinﬂame専用燃料
ランプに使用する専用燃料。
有害物質や臭い、煙をほとんど発生しません。
¥1,980（税込） 品番 UUB11000 容量：1ℓ
¥8,800（税込） 品番 UUB15000 容量：5ℓ

1

セラミック・キャンドル（ホワイト）
温かみのあるセラミック製ランプ。カラーは明
るいホワイトで、スムーズな手 触りが特 長。
手のひらサイズ2タイプをラインアップ。
◎クラシック ホワイト
（S）
¥4,950（税込） 品番 CSC10100White
サイズ：Φ90×73mm
燃焼時間：3〜3.5 時間 /130㎖
◎デラックス ホワイト
（L）
¥9,900（税込） 品番 CSC30100White
サイズ：Φ130×100mm
燃焼時間：6 時間 /450㎖

INNOVATIVE CANDLE

2

1

2

セラミック・キャンドル（ブラック）
カラーはブラックで、表面はマッドな仕上がり。
落ち着いた印 象のセラミック製ランプ。SとL
の2サイズをラインアップ。
◎クラシック ブラック
（S）
¥4,950（税込） 品番 CSC10100Black
サイズ：Φ90×73mm
燃焼時間：3〜3.5 時間 /130㎖
◎デラックス ブラック
（L）
¥9,900（税込） 品番 CSC30100Black
サイズ：Φ130×100mm
燃焼時間：6 時間 /450㎖

3

ミスト・グラスキャンドル スリム
手作り感のあるフロストグラスがおしゃれな
ランプ。美しい曲線のフォルムが印象的。
¥4,620（税込） 品番 CSG20100 Slim
サイズ：Φ90×75mm
燃焼時間：3.5 時間 /130㎖

4

3

4

ミスト・グラスキャンドル ラウンド
丸みを帯びたフロストグラスのランプ。
¥4,950（税込） 品番 CSG20200Round
サイズ：Φ100×73mm
燃焼時間：3.5 時間 /130㎖

Lovinflame
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オフィア

1

アイランド ブラック85
φ850mm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、調
味 料などを入れるスチール製ボックスの
セット。グリルとボードは取り外しできます。
¥528,000（税込）品番 OIB-85-TW
サイズ：W1,650×D850×H1,000mm
重 量：147kg 材 質：ブラックコーティング
スチール（本体）
、ブラックカーボンスチー
ル
（グリル）
、
ラバーウッド（カッティングボー
ド）

オランダ発のアウトドアグリルメーカー。火を囲むという発想から生まれた
円形の直火グリルがダイナミックに食材を焼き上げ、特別な一日を演出します。

2

1

クラシック ストレージ ブラック85
オフィア クラシック ストレージは、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、大 型のすり鉢 型、厚み 12ｍｍ
円形の鉄板で、中央で薪を燃やしダイナ
ミックなバーベキューが楽しめます。
¥374,000（税込）品番 OCSB-85
サイズ：W850×D850×H1,000mm
重量：96kg 材質：ブラックコーティングス
チール（本体）
、ブラックカーボンスチール
（グリル）

2

3

クラシック ストレージ ブラック100
¥418,000（税込）品番 OCSB-100
サイズ：W980×D980×H1,000mm 重量：
117kg 材質：ブラックコーティングスチー
ル（本 体）
、ブラックカーボンスチール（グ
リル）

COOKING UNITS
CL ASSIC
3
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オフィア・ラウンドグリル85
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。
¥39,600（税込）品番 OA-G-R-85
サイズ：φ390×H110mm 重量：8.5kg
材質：ブラックカーボンスチール
オフィア・ラウンドグリル100
¥40,700（税込）品番 OA-GR-100
サイズ：φ490×H110mm 重量：10.5kg
材質：ブラックカーボンスチール

カッティングボード付きストレージ
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。
¥220,000（税込）品番 OF-BBS459088
サイズ：W900×D450×H880mm 重 量：
79kg 材質：コールテン鋼（本体）
、ラバー
ウッド（カッティングボード）

5

ストレージ付きベンチ
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。
¥82,500（税込）品番 OF-WSB
サイズ：W1,000×D450×H464mm 重量：
36kg 材質：コールテン鋼（本体）
、ラバー
ウッド（座面）

7

85cmグリル用カバー
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。
¥35,200（税込）品番 OF-OACB85
サイズ：φ850×H70mm 重量：6.6kg
材質：スチール（本体）
、木（取手）
100cmグリル用カバー
¥37,400（税込）品番 OF-OACB100
サイズ：φ1000×H70mm 重量：7.7kg
材質：スチール（本体）
、木（取手）

8

テーブル用保温グリル
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。
¥48,400（税込）品番 OF-OAR30
サイズ：φ300mm 重量：4.4kg（ 本体）
材質：鋳鉄

4
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TABL'O
1

オフィア ターブロー
屋外で2〜6人が楽しめるテーブルグリルです。
クッキングプレートはフラット面と波形面のリ
バーシブル。ハンディツールで通気口を開け
閉めして火加減を調節でき、火起こしが簡
単にできるクイックスターター付きです。
¥77,000（税込）品番 OF-TABLO
サイズ：φ400×H90mm（本体）
、
φ465×30mm（ボード） 重量：17.2kg
材質：スチール、鋳鉄、樹脂（本体） ココナッ
ツ（チャコール）

1

2

ブラジリアングリルセット
大きな肉の塊を串にさして焼き上げるブラジ
ルスタイルのバーベキュー、シュラスコを楽し
める、
円形のスチールスタンドと3本の串のセッ
ト。直接火の上で肉や野菜をじっくりと調理
できます。串は木製のハンドル付き。
¥45,100（税込）品番 OF-OAGB100
サイズ：
φ490×115mm（グリルリング＋ホル
ダー）
、L1050mm（串） 重量：8.7kg 材質：
ブラックカーボンスチール（グリルリング）
、ス
チール（グリルホルダー）
、ステンレススチー
ル、木（串）

3

シュラスコ用焼き串
オフィア専用の焼き串3 本セット。グリルのサ
イズに合わせたロングサイズです。
¥13,200（税込）品番 OF-OAS85
サイズ：L850mm 材質：ステンレススチール、
木（持ち手）

3
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4

レザーエプロン
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、調節可能なストラップ
付き。
¥33,000（税込）品番 OF-OALA
サイズ：W555×L840mm（ストラップ除く）
重量：640g 材質：牛革

5

レザーグローブ
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。
¥14,300（税込）品番 OF-OAG
サイズ：L420mm 材質：牛革（スウェード）

6

フードクーラー
チーク材とスタイロフォームで作られた軽 量
のクーラー。イベントやケータリングに便利で
す。動かしやすく、座席としても使用できます。
¥132,000（税込）品番 OF-OACOOLER
サイズ：W 636×D 434×H 316 m m 重 量：
12.9kg 材質：チーク、スタイロフォーム

7

ナイフ＆フォークセット
オフィア ブランドのナイフ&フォークセット。熱
可塑性樹脂（ジュラコン® ）を使ったハンドル
が、最適なグリップとステンレス鋼の刃の切
れ味を実現します。
¥15,400（税込）品番 OF-OAKFSET
サイズ：L315mm 重量：143g（ナイフ）
、149g
（フォーク） 材質：ステンレススチール、ジュ
ラコン

4

5

6
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8

オイルポット
グリルのデザインに合わせたスタイリッシュな
オイルポット。液だれせず機能性も抜群。
¥5,500（税込）品番 OF-OAOC
サイズ：H230mm 容量：0.5ℓ 材質：ステン
レススチール

9

スパチュラ
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。
¥6,160（税込）品番 OF-OASP
サイズ：120×260mm 材質：ステンレススチー
ル、ポリアセタール（取っ手）

TOOLS

10

クッキングトング
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。
¥3,190（税込）品番 OF-OAT
サイズ：L300mm 重量：170g 材質：ステン
レススチール、シリコン（取っ手）

11

8

11
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オリジナルトング＆ブロワーセット
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。
¥46,200（税込）品番 OF-OAB
サイズ：φ30×L800mm（火吹き）
、L590mm（ト
ング） 重 量：2.27kg 材 質：アルミニウム、
シリコン、レザー（火吹き）
、スチール（トング）

12

オフィア・クックブック
プロのシェフであるガイ・ワイツとエリック・ステ
ルクスによって作られたOFYR 料理のレシピ
本。季節ごとのレシピが72も揃います。
¥12,100（税込）品番 OF-CBNO1ENDE
サイズ：W315×D315mm 重量：2.3kg

13

シダーウッド
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。
¥6,160（税込）品番 OF-OACW
サイズ：L260mm 内容量：3枚入り
（330g）
ハードカバー

12

14

14
13

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。
¥4,180（税込）品番 OF-OAWB
サイズ：W640×D310×H410mm
材質：ジュート

OFYR
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a+ design

1

リボルバー ［a+ design］
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。
¥41,800（税込）品番 REVO17
サイズ：φ600×H365mm 重量：14kg
材質：スチール、ステンレス 付属品：バンブー
トップ、グレート

エープラス デザイン

オリジナルアイテムはシンプルかつ使いやすさを追求したものばかり。
持ち運びが便利なものから、アウトドアで使いたいアイテムまでラインアップ。

2

パエリアパン ［Vaello Campos］
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。
¥13,200（税込）品番 VAP-0160
サイズ：φ595mm 重量：3.8kg 材質：スチー
ル

3

パエリアパン蓋 ［Vaello Campos］
¥8,800（税込）品番 VAP-2160
サイズ：φ600mm 重量：0.4kg 材質：アルミ

4

ピザストーン ラウンド
［California Pizza Craft］
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。
¥3,960（税込）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）

5

ノートブックSS ［a+ design］
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。
¥13,200（税込）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
◎ノートブックSSメッシュ ［a+ design］
ノートブックSS専用の交換用メッシュグリル。
¥1,320（税込）品番 NOTEMGrill

6

ノートブックSS用トートバッグ ［a+ design］
¥2,640（税込）品番 NBSS-BAGL
サイズ：W495×L560mm 材質：ナイロン

5
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7

クラフトグリル［CASUSGRILL ］
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。
¥1,320（税込）品番 CASUS
サイズ：
〈使 用 時〉W315×D255×H117mm
〈梱包時〉
W315×D235×H55mm 重量：1.0kg
材質：竹炭、火山石、竹、ダンボール
TM

8

チェルシーフードクーラー d ［a+ design］
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。
¥8,800（税込）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

9

ガーデントーチポータブル ［a+ design］
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。ポール
は3つに分割でき、持ち運びも簡単です。
¥3,520（税込）品番 FD-GTP
サイズ：φ80×L1180 重量：350g 材質：ス
テンレス
●トーチ用替え芯
¥880（税込）品番 FD-W

10

トーチキャリーオール ［a+ design］
トーチが持ち運びできるオリジナルの専用バッ
グ。中は3つに仕切ることができ、オプション
の燃料、OD缶やCB缶なども収納できます。
¥3,960（税込）品番 OT-CA
サイズ：W 250×D 130×H 360 m m 重 量：
720g 材質：ポリエステル（中面 PVC加工）

7

11

トーチベース ［a+ design］
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。
¥5,060（税込）品番 OTBBK-CR
サイズ：W145×D145×H150 材質：コンク
リート

12

ランプオイル クリアー ［Wonderblitz］
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。
¥1,540（税込）品番 LO 内容量：1ℓ

13

ランプオイル シトロネラ ［Wonderblitz］
¥2,090（税込）品番 LO-C 内容量：1ℓ

14

アイロダライター ［iroda］
長いノズルで簡単に着火剤に火を点けるこ
とができるライター。ロック機能付きで、ガス
詰め替えタイプ。
¥2,860（税込）品番 MJ-351 全 5 色

8
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BRUNNER

ブルナー

薪ストーブIRON DOGを生み出し、ヨーロッパでも最高峰の鋳物工場をもつブルナー社。
技術を駆使して作ったクックウエアはアウトドアでも活躍します。

1

1

2

キャセロール・ラウンド
最高品質の鋳物を使用したシンプルな丸み
のあるデザインのココット。熱伝導率が良く、
食材の旨みを十分に引き出すことができます。
蓋もパンとして使 用可 能。 底 面はフラット
仕上げで、グリルにキズが付きません。
20cm ¥28,600（税込）品番 IDP005022
サイズ：φ200×H133.5mm 容量：2.6ℓ
24cm ¥37,400（税込）品番 IDP005025
サイズ：φ240×H143.5mm 容量：4.3ℓ
28cm ¥46,200（税込）品番 IDP005026
サイズ：φ280×H 154mm 容量：6.4ℓ
材質：鋳鉄

2

グストパン
ストーブトップのほか火室の中でも使用する
ことができます。肉や魚などの素材にすばや
くしっかりと火を通すため、素材の旨みを逃
しません。
24cm ¥33,000（税込）品番 IDP005014
サイズ：φ240mm 容量：1.4ℓ
28cm ¥37,400（税込）品番 IDP005015
サイズ：φ280mm 容量：2.3ℓ 材質：鋳鉄、
ステンレス
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