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イギリス軍アフガニスタン派遣隊採用
Predator Patrol 45

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  B5対応
  （縦30x横20xマチ2cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）  

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

■ Notebook Case ノートブック ケース
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※表記価格は消費税を含みません。　製品仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
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■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  A4対応
  （縦32.5x横23xマチ1.5cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR） 

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

■A5

■ カラー： ブラック、コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  A5対応
  （縦25x横18xマチ1.5cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR） 

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

ノートキャリアー、筆記用具を持ち運ぶために設計されたケースです

マルチペン、多色ボールペンを
収納可能なペンポケット×3
ルーラー用スリーブ×1

karrimor SF（カリマー・スペシャルフォース）は、
英国のバックパック・メーカー karrimorの
ミリタリー・セキュリティ向けブランドです。
各国の軍、法執行機関等、
厳しい需要家の高い要求に応える製品群を開発、
好評を得ています。

KARRIMOR™, KK Device® and SF™ are trade marks of Lonsdale Sports Limited (2005) and are used under license by KSFG Ltd.
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❶ 体型にフィットし易いS字型
ショルダーハーネス 

❷ 空間を設け背面の
通気を確保

❸ SAバックシステム：
バッグの背面での位
置を調整、身体への
負荷を最小に

❹ 調整可能な軽量
アルミフレームと
コニカルヒップベ
ルト、腰部パッド

❹

❶
❷

❸

大型モデルに採用、安定した負荷分散と
使用感を提供します。

Odin
オーディン

MOLLE system
モールシステム

SA Back System
SA（ サイズ

アジャスタブル）バックシステム

■ 全開するアクセス容易なメイン
 コンパートメント
■ 細かく調整可能なハーネス
■ 容量：75L
■ 縦77×横42×マチ35cm
■ 重量：3.3kg
■ 素材：KS500e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●SAバックシステム●脱着可能パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●
PLCE互換サイドポケット対応●両サイド下部にポケット●3面MOLLE対応●圧

縮ストラップ●天蓋、前背面にジッパー付ポケット●A4サイズフロントポケット●上
下に分割可能なメインコンパートメント●メインコンパートメントアクセス用下部リッド
●アンテナ、ハイドレーション用に複数の開孔部●ハイドレーション用内部ポケット●
内部MOLLE、固定ストラップ●バータック補強●高耐久撥水加工●レインカバー付属

■ Odin 75 オーディン 75

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

           

優れた基本構造
 人間工学的に考えられたＳ字型ショルダーストラップ

 体にフィットさせるアジャスター機構

 背中側は通気構造を持ち、汗を抑えます。

 多様に使えるストラップ類

 信頼のＹＫＫジッパー

優れた耐久性・耐水性素材を採用
 優れた引き裂き強度と、折り曲げ耐久性を持った1000

デニールのナイロン布地をシリコン/PUエラストマーで

コーティングしたKS100eを採用。

 耐久力のある耐水性を確保しています。

■ 繊維の太さ
近年の登山用バックパックで使用のナイロン系
繊維は、容量30リットルクラスのバックパック
で420デニール程度が主流です。karrimor 
SFはより太い繊維を採用し、ミリタリー用途
に応える高い耐久力を持っています。

KS100e： 1000デニール
KS60： 600デニール
KS500e： 500デニール

アメリカ軍開発の装備固定システム 体型に合わせ調整、疲労を低減
MOLLE（モール）システムはバッグやベスト、ベルトにループ
を配し、対応するポーチ等のモジュールを自由に組み合わせ
て装着する事ができるシステムです。
その高い汎用性と使いやすさから多くの軍隊などで採用さ

れています。KarrimorSFのモールシステム対応ポーチはもちろん、市販の
モールシステム対応のポーチ類、取外し式のベルト通し型バッグ、カラビナ等
が装着可能です。　※プレデターシリーズ等対応。

PLCE

MOLLE

MOLLE

• 表記価格は消費税を含んでおりません。

※ 一部モデル及びカラーでは、600デニールのKS60ほか異なる素材を使用しています。

SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

全面展開するメイン コンパートメント
モダン デザイン75Lバックパック

Loki
ロキ

■ ボディー アーマー併用も想定した設計
■ 仕切りのない調節可能なストレージエリア
■ SAバックシステム採用で優れた負荷分散
■ 縦60×横40×マチ20cm
■ 重量：2.9kg
■ 素材：KS500e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●SAバックシステム●S字ショルダー ハー
ネス●脱着可能パッド入りウエストベルト
●胸部ストラップ●内外両面にMOLLE●
圧縮ストラップ●内部固定ストラップ●
バータック補強●高耐久撥水加工

■ Loki ロキ

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

MOLLE
SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

新設計の斬新な
オープン コンパートメント
タフで柔軟なヘビー ロード キャリア

レインカバー付属

右ショルダー ストラップに
クイック リリース クリップ

右ショルダー ストラップに
クイック リリース クリップ

キャリア内部にもMOLLE
および固定ストラップ

2 3
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• 表記価格は消費税を含んでおりません。• 表記価格は消費税を含んでおりません。

■ 容量：30L
■ 縦55×横30×マチ20cm
■ 重量：1.3kg
■ 素材：KS60（マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

■ 全開するアクセス容易なメインコンパートメント
■ ボディー アーマー併用も想定した設計
■ 容量：40L
■ 縦53×横32×マチ22cm
■ 重量：1.6kg
■ 素材：KS500e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●3面にMOLLE装備●Coolmeshバックシステム●S字ショルダーストラップ
●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●コンプレッションストラップ●シ
ョックコード●ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小物入れ付き●
スキーガイド●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

●収納可能なパッド入りウエストベルト●脱着可能胸部
ストラップ●3面MOLLE対応●圧縮ストラップ●天蓋、
背面にジッパー付ポケット●サイドポケット●アンテナ、
ハイドレーション用に複数の開孔部●メイン コンパート
メント内部にMOLLE、ポケット、固定ストラップ●バー
タック補強●高耐久撥水加工●レインカバー付属

■ Predator 30 プレデター 30

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

MOLLE■ Predator Patrol 45 プレデター パトロール45

■ 容量：45L
■ 縦60×横34×マチ28cm
■ 重量：2.1kg
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●機器収納・固定に対応した主コンパートメント●収
納部付きの上蓋は、本体から取り外し可能●PLCE互
換サイドポケット対応、3面MOLLE装備で高ミッショ
ン・スケーラブル●パームバックシステム●S字ショ
ルダーストラップ●収納可能なウエストベルト●ク
イックリリースベルトバックル●胸部ストラップ●コ
ンプレッションストラップ●ハイドレーションシステ
ム用内部ポケット●上部前後にキャリーハンドル付
●スキーガイド●バータック補強●高耐久撥水加工

通信機器装備類にも対応可能なバックパック
イギリス軍アフガニスタン派遣部隊採用モデル

■ カラー：オリーブ、ブラック、コヨーテ、マルチカム

PLCE

MOLLE

機器収納・固定に対応した
メイン コンパートメント

MOLLEシステム搭載の
ライトウェイト デイ パック

Predator
プレデター

■ 容量可変メイン コンパートメント
■ 細かく調整可能なハーネス
■ 容量：80-130L（可変）
■ 縦72×横43×マチ25cm（80L) / 38cm（130L）
■ 重量：3.8kg（マルチカム3.6kg）
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●PLCE互換サイドポケット対応●4面MOLLE対応●SAバック
システム●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●上下に
分割可能なメインコンパートメント●コンプレッションストラッ
プ●蓋のキャリッジストラップ●蓋に小物入れ付●ツインピッケ
ルホルダー●バータック補強●下部に内部アクセス用リッド装
備●レインカバー付●両サイドにキャリーハンドル装備●ハイド
レーションシステム用内部ポケット●高耐久撥水加工

■ Predator 80-130 プレデター 80-130

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

130Ｌ使用時 80L使用時 PLCEサイドポケット（別売）
装着時

PLCE

MOLLE

SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

長期行動が可能な大容量バックパック

Thor
トール

■ Thor 40 トール 40

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

MOLLE

全面展開するメイン コンパートメント
モダン デザイン40Lバックパック

■ バックパック、ブリーフケース、ショルダーバッグ
の3形態で運用可能
■ 高耐久ラップトップ（英国防省採用Getac 
S4xx系相当～最大31×36×4cm）を収納
■ パッド入りで剛性のあるラップトップ収納部
■ 縦52×横35×マチ13cm
■ 重量：1.6kg
■ 素材：KS500e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●内部へ収納可能なパッド入りウエスト ベルト、バッ
ク ショルダー ストラップ●S字型ハーネス●脱着可
能なショルダーストラップ●胸部ストラップ●天蓋内
外にジッパー付きポケット●天・側面にハンドル●前
面フラップ内にジッパー付き大型メッシュポケット
●バータック補強●高耐久撥水加工

Upload
アップロード

■ Upload Laptop Bag アップロード ラップトップ バッグ

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

かさ張る高耐久ノートブックPCも収納
３ウェイ ラップトップ バッグ

レインカバー付属

背面ポケット

右ショルダー ストラップに
クイック リリース クリップ

大きく開くメイン コンパートメント
内部にMOLLE、固定用ストラップ装備

バック ショルダー ストラップと
ウエストベルトは内部へ収納可能

天蓋内／外部に
ジッパー付きポケット

パッド入り収納部

前面にジッパー付きフラップ、内部に
ジッパー付きメッシュ大型ポケット
A4バインダーを収納可能

脱着可能ショルダー
ストラップ
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■ 容量：30L
■ 縦55×横30×マチ20cm
■ 重量：1.3kg
■ 素材：KS60（マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

■ 全開するアクセス容易なメインコンパートメント
■ ボディー アーマー併用も想定した設計
■ 容量：40L
■ 縦53×横32×マチ22cm
■ 重量：1.6kg
■ 素材：KS500e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●3面にMOLLE装備●Coolmeshバックシステム●S字ショルダーストラップ
●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●コンプレッションストラップ●シ
ョックコード●ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小物入れ付き●
スキーガイド●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

●収納可能なパッド入りウエストベルト●脱着可能胸部
ストラップ●3面MOLLE対応●圧縮ストラップ●天蓋、
背面にジッパー付ポケット●サイドポケット●アンテナ、
ハイドレーション用に複数の開孔部●メイン コンパート
メント内部にMOLLE、ポケット、固定ストラップ●バー
タック補強●高耐久撥水加工●レインカバー付属

■ Predator 30 プレデター 30

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

MOLLE■ Predator Patrol 45 プレデター パトロール45

■ 容量：45L
■ 縦60×横34×マチ28cm
■ 重量：2.1kg
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●機器収納・固定に対応した主コンパートメント●収
納部付きの上蓋は、本体から取り外し可能●PLCE互
換サイドポケット対応、3面MOLLE装備で高ミッショ
ン・スケーラブル●パームバックシステム●S字ショ
ルダーストラップ●収納可能なウエストベルト●ク
イックリリースベルトバックル●胸部ストラップ●コ
ンプレッションストラップ●ハイドレーションシステ
ム用内部ポケット●上部前後にキャリーハンドル付
●スキーガイド●バータック補強●高耐久撥水加工

通信機器装備類にも対応可能なバックパック
イギリス軍アフガニスタン派遣部隊採用モデル

■ カラー：オリーブ、ブラック、コヨーテ、マルチカム

PLCE

MOLLE

機器収納・固定に対応した
メイン コンパートメント

MOLLEシステム搭載の
ライトウェイト デイ パック

Predator
プレデター

■ 容量可変メイン コンパートメント
■ 細かく調整可能なハーネス
■ 容量：80-130L（可変）
■ 縦72×横43×マチ25cm（80L) / 38cm（130L）
■ 重量：3.8kg（マルチカム3.6kg）
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●PLCE互換サイドポケット対応●4面MOLLE対応●SAバック
システム●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●上下に
分割可能なメインコンパートメント●コンプレッションストラッ
プ●蓋のキャリッジストラップ●蓋に小物入れ付●ツインピッケ
ルホルダー●バータック補強●下部に内部アクセス用リッド装
備●レインカバー付●両サイドにキャリーハンドル装備●ハイド
レーションシステム用内部ポケット●高耐久撥水加工

■ Predator 80-130 プレデター 80-130

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

130Ｌ使用時 80L使用時 PLCEサイドポケット（別売）
装着時

PLCE

MOLLE

SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

長期行動が可能な大容量バックパック
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■ Thor 40 トール 40

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム
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の3形態で運用可能
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S4xx系相当～最大31×36×4cm）を収納
■ パッド入りで剛性のあるラップトップ収納部
■ 縦52×横35×マチ13cm
■ 重量：1.6kg
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●内部へ収納可能なパッド入りウエスト ベルト、バッ
ク ショルダー ストラップ●S字型ハーネス●脱着可
能なショルダーストラップ●胸部ストラップ●天蓋内
外にジッパー付きポケット●天・側面にハンドル●前
面フラップ内にジッパー付き大型メッシュポケット
●バータック補強●高耐久撥水加工

Upload
アップロード

■ Upload Laptop Bag アップロード ラップトップ バッグ

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

かさ張る高耐久ノートブックPCも収納
３ウェイ ラップトップ バッグ

レインカバー付属

背面ポケット

右ショルダー ストラップに
クイック リリース クリップ

大きく開くメイン コンパートメント
内部にMOLLE、固定用ストラップ装備

バック ショルダー ストラップと
ウエストベルトは内部へ収納可能

天蓋内／外部に
ジッパー付きポケット

パッド入り収納部

前面にジッパー付きフラップ、内部に
ジッパー付きメッシュ大型ポケット
A4バインダーを収納可能

脱着可能ショルダー
ストラップ
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Sabre
セイバー

Delta
デルタ

●PLCE互換サイドポケット対応●下部に内部
アクセス用リッド装備●SAバックシステム●
パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●
分割可能な主室●ハイドレーションシステム
用内部ポケット●コンプレッションストラップ
●蓋にキャリッジストラップ●蓋に小物入れ付●ツインピッケルホルダー●レイン
カバー付属●バータック補強●両サイドにキャリーハンドル装備●高耐久撥水加工

■ Sabre 60-100 セイバー60-100

■ カラー：オリーブ、ブラック、 コヨーテ

■ Delta 25 デルタ 25
■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ、マルチカム

■ 容量：25L 
■ 縦50×横30×マチ15cm
■ 重量：1.2kg（マルチカム1kg）
■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

■ X-Lite 15
 エックスライト 15

■ 容量：15L
■ 縦50×横28×マチ14cm
■ 重量：330g
■ 素材：KS210e*

●Coolmesh ウインド トンネル バックシステム●ウエストベルト●胸部ストラップ●メッシュサ
イドポケット●コンプレッションストラップ●ショックコード●ハイドレーションシステム用内部ポ
ケット●ピッケルホルダー●マップポケット●バータック補強●止水ジッパー●高耐久撥水加工

PLCE

• 表記価格は消費税を含んでおりません。• 表記価格は消費税を含んでおりません。

SIZE AJUSTABLE
BACK SYSTEM

■ 容量可変メイン コンパートメント
■ 細かく調整可能なハーネス
■ 容量：60-100L（可変）
■ 縦70×横40×マチ32cm（60L）/
 40ｃｍ（100L）
■ 重量：3.4kg
■ 素材：KS100e

長期行動が可能な大容量バックパック

●Coolmeshバックシステム●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●コンプレッ
ションストラップ●ショックコード●ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小
物入れ付●スキーガイド●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ 容量：30L
■ 縦55×横30×マチ20cm
■ 重量：1.15kg
■ 素材：本体／KS60（リップストップ）、
上蓋トップと底部／KS100e

 （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 30 セイバー 30

●PLCE互換サイドポケット対応●Coolmeshバックシステム●
F-フォーマット内部フレーム内蔵（脱着可能）●パッド入りウエス
トベルト●胸部ストラップ●ハイドレーションシステム用内部ポ
ケット●コンプレッションストラップ●ショックコード●蓋に小物入
れ付●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ PLCE対応で容量を容易に拡大可能。
■ 容量：45L ■ 縦60×横30×マチ25cm
■ 重量：1.7kg
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 45 セイバー 45
拡張可能で高ミッション スケーラブル
ベルギー軍アフガニスタン派遣部隊採用モデル

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ、マルチカム

■ カラー：オリーブ、ブラック、コヨーテ、
マルチカム

PLCE

軽量で実用的な設計

市街地パトロール等に最適な
小容量バックパック

超軽量330gのエックスライト ミリタリーバックパック超軽量330gのエックスライト ミリタリーバックパック

●ポケット付ウエストベルト●
胸部ストラップ●ユーティリ
ティーサイドポケット●上下2つ
のコンプレッションストラップ●
ハイドレーション対応●ジッパー
はすべて止水ジッパーを使用

* KS210eは、210デニールのナイロン布地をシリコン/PUエラストマーでコーティングしたものです。
 優れた引き裂き強度と耐摩耗性を持たせながら軽さを実現しています。

■ カラー： オリーブ、ブラック、
 コヨーテ

ランニング、アーバンユースにも
小さく畳んで収納可能、サブバッグとしても

メイン コンパートメント
アクセス用下部リッド

PLCE互換サイドポケット（別売）
装着例

PLCE互換サイドポケット（別売）
装着例

●Coolmeshバックシステム●パッド入りウエストベルト●胸
部ストラップ●コンプレッションストラップ●ショックコード●
ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小物入れ付●
ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ 2.5Lのサイドポケットを両側に装備。
■ 容量：35L
■ 縦55×横42×マチ20cm
■ 重量：1.3kg
■素材：本体／KS60（リップストップ）、上蓋トップ
と底部／KS100e／（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 35 セイバー 35
■ カラー：オリーブ、ブラック、 コヨーテ、マルチカム

軽量で多様な用途に対応、終日行動向け

サイドポケット
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セイバー

Delta
デルタ

●PLCE互換サイドポケット対応●下部に内部
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• 表記価格は消費税を含んでおりません。• 表記価格は消費税を含んでおりません。
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BACK SYSTEM

■ 容量可変メイン コンパートメント
■ 細かく調整可能なハーネス
■ 容量：60-100L（可変）
■ 縦70×横40×マチ32cm（60L）/
 40ｃｍ（100L）
■ 重量：3.4kg
■ 素材：KS100e

長期行動が可能な大容量バックパック

●Coolmeshバックシステム●パッド入りウエストベルト●胸部ストラップ●コンプレッ
ションストラップ●ショックコード●ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小
物入れ付●スキーガイド●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ 容量：30L
■ 縦55×横30×マチ20cm
■ 重量：1.15kg
■ 素材：本体／KS60（リップストップ）、
上蓋トップと底部／KS100e

 （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 30 セイバー 30

●PLCE互換サイドポケット対応●Coolmeshバックシステム●
F-フォーマット内部フレーム内蔵（脱着可能）●パッド入りウエス
トベルト●胸部ストラップ●ハイドレーションシステム用内部ポ
ケット●コンプレッションストラップ●ショックコード●蓋に小物入
れ付●ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ PLCE対応で容量を容易に拡大可能。
■ 容量：45L ■ 縦60×横30×マチ25cm
■ 重量：1.7kg
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 45 セイバー 45
拡張可能で高ミッション スケーラブル
ベルギー軍アフガニスタン派遣部隊採用モデル

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ、マルチカム

■ カラー：オリーブ、ブラック、コヨーテ、
マルチカム

PLCE

軽量で実用的な設計

市街地パトロール等に最適な
小容量バックパック

超軽量330gのエックスライト ミリタリーバックパック超軽量330gのエックスライト ミリタリーバックパック

●ポケット付ウエストベルト●
胸部ストラップ●ユーティリ
ティーサイドポケット●上下2つ
のコンプレッションストラップ●
ハイドレーション対応●ジッパー
はすべて止水ジッパーを使用

* KS210eは、210デニールのナイロン布地をシリコン/PUエラストマーでコーティングしたものです。
 優れた引き裂き強度と耐摩耗性を持たせながら軽さを実現しています。

■ カラー： オリーブ、ブラック、
 コヨーテ

ランニング、アーバンユースにも
小さく畳んで収納可能、サブバッグとしても

メイン コンパートメント
アクセス用下部リッド

PLCE互換サイドポケット（別売）
装着例

PLCE互換サイドポケット（別売）
装着例

●Coolmeshバックシステム●パッド入りウエストベルト●胸
部ストラップ●コンプレッションストラップ●ショックコード●
ハイドレーションシステム用内部ポケット●蓋に小物入れ付●
ツインピッケルホルダー●バータック補強●高耐久撥水加工

■ 2.5Lのサイドポケットを両側に装備。
■ 容量：35L
■ 縦55×横42×マチ20cm
■ 重量：1.3kg
■素材：本体／KS60（リップストップ）、上蓋トップ
と底部／KS100e／（マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ Sabre 35 セイバー 35
■ カラー：オリーブ、ブラック、 コヨーテ、マルチカム

軽量で多様な用途に対応、終日行動向け

サイドポケット
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Dry Bag
ドライバッグ

■ 素材：耐水加工ナイロン
●ロールトップタイプの簡単で確
実な口止め●口止めはキャリン
グハンドルとしても使用可

■ 容量：40L
■ 縦61cm×横44cm　
 底部24×26cm
■ 重量：142g

■ 容量：90L
■ 縦80cm×横57cm
 底部27×35cm
■ 重量：255g

■ Dry Bag 40 ドライ バッグ 40

■ カラー：オリーブ、ブラック、コヨーテ

■ Dry Bag 90 ドライ バッグ 90

■ Dry Bag 10 pair ドライ バッグ 10 ペア

濡らせたくないモノの収納や持ち運びに便利
バッグやリュックのライナーとしても活躍

• 表記価格は消費税を含んでおりません。• 表記価格は消費税を含んでおりません。

Accessories
アクセサリー

■ 容量：12.5L×2個セット
■ 素材：KS100e（マルチカムのみ500DナイロンIRR）
●プレデター／セイバーシリーズ45Ｌ以上、
オーディン75に対応●高耐久撥水加工

■ PLCE Side pockets PLCE サイド ポケット

イギリス軍個人装備「PLCE」互換の
増設用大容量サイドポケット

Predator 80-130Odin 75Predator45Sabre 45

■ カラー：オリーブ、ブラック、 コヨーテ、
 マルチカム

PLCE

■ サイズ：フリー
■ 素材：KS100e

■ PLCE Yoke System PLCE ヨーク システム

PLCEサイドポケット（ペア）をデ
イパックとして使用するための
ヨーク（サスペンダー）

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ

■ 素材：耐水加工ナイロン
■ 容量：10L×2
■ 縦51cm×横31cm
 底部15×19cm
■ 重量：各92g

■ カラー：オリーブ、
 ブラック、コヨーテ

PLCEサイドポケット（ペア・別売）との
設定例。

装着例

Drybag10 PairとPLCEサイド
ポケット（ペア・別売）との併用例。

別売ポーチ類装着例

コンバットベルト装着例

PLCE

10Lのドライバッグのペア
PLCEサイドポケットに
ピッタリ入るサイズ

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、マルチカム

■ 素材： KS100e （マルチカム  
 のみ500DナイロンIRR）

■ オムニポーチ（P.11）２ヶをサ
イドポケット化

●プレデター／セイバーシリーズ
45Ｌ以上対応●裏面にもポケット
装備

■ Double Omni Side pocket ダブル オムニ サイドポケット

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

■ 素材： KS100e （マルチカムのみ
  500DナイロンIRR）
■ ダブルアモポーチ（P.10）と
オムニポーチ（P.11）をサイ
ドポケット化

●プレデター／セイバーシリーズ
45Ｌ以上対応●裏面にもポケッ
ト装備

PLCE ■ Ammo Omni Side pocket アモ オムニ サイドポケット

PLCE

イギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケットイギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケット

■ Modular Combat Belt モジュラー コンバットベルト

■ Under Armour Yoke アンダー アーマー ヨーク

MOLLEシステムを採用したピストルベルト
MOLLEシステムにより多様なポーチ類を取り付け可能です

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ
■ サイズ ： ［30inch+］、［38inch+］
 ［サイズ］・対象ウエスト寸 実寸：メッシュパッド長 インナーベルト
 ［30inch+］ （76cm+） 93cm 98～135cm
 ［38inch+］ （96cm+） 104cm 107～138cm
■ 素材：KS100e
●MOLLEシステム装備

■  全長：165ｃｍ
 （前75cm、幅広クロス部分 39cm、後 51cm）
 幅 ：2.5cm（幅広クロス部分 3.8cm）
■ 素材：強化ナイロン 
●モジュラー・コンバットベルトに対応
●同様の４点リング付ベルトにも使用可能

コンバットベルト用サスペンダー
ボディアーマー着用時でも邪魔にならない薄型。

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ

■ PLCE MOLLE Panel PLCE MOLLEパネル

■ サイズ：縦37×横17.8cm 
■ 素材：KS100e
●セイバーシリーズ45Ｌ以上の
モデルに対応

PLCE互換サイドジッパーに装着、
両サイドをMOLLEシステム対応にする
パネル

PLCE MOLLE MOLLE

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
 コヨーテ

非使用時はコンパクトに収納可
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PLCEサイドポケット（ペア）をデ
イパックとして使用するための
ヨーク（サスペンダー）

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ

■ 素材：耐水加工ナイロン
■ 容量：10L×2
■ 縦51cm×横31cm
 底部15×19cm
■ 重量：各92g

■ カラー：オリーブ、
 ブラック、コヨーテ

PLCEサイドポケット（ペア・別売）との
設定例。

装着例

Drybag10 PairとPLCEサイド
ポケット（ペア・別売）との併用例。

別売ポーチ類装着例

コンバットベルト装着例

PLCE

10Lのドライバッグのペア
PLCEサイドポケットに
ピッタリ入るサイズ

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、マルチカム

■ 素材： KS100e （マルチカム  
 のみ500DナイロンIRR）

■ オムニポーチ（P.11）２ヶをサ
イドポケット化

●プレデター／セイバーシリーズ
45Ｌ以上対応●裏面にもポケット
装備

■ Double Omni Side pocket ダブル オムニ サイドポケット

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

■ 素材： KS100e （マルチカムのみ
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■ ダブルアモポーチ（P.10）と
オムニポーチ（P.11）をサイ
ドポケット化

●プレデター／セイバーシリーズ
45Ｌ以上対応●裏面にもポケッ
ト装備

PLCE ■ Ammo Omni Side pocket アモ オムニ サイドポケット

PLCE

イギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケットイギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケット

■ Modular Combat Belt モジュラー コンバットベルト

■ Under Armour Yoke アンダー アーマー ヨーク

MOLLEシステムを採用したピストルベルト
MOLLEシステムにより多様なポーチ類を取り付け可能です

■ カラー：オリーブ、ブラック、
 コヨーテ
■ サイズ ： ［30inch+］、［38inch+］
 ［サイズ］・対象ウエスト寸 実寸：メッシュパッド長 インナーベルト
 ［30inch+］ （76cm+） 93cm 98～135cm
 ［38inch+］ （96cm+） 104cm 107～138cm
■ 素材：KS100e
●MOLLEシステム装備

■  全長：165ｃｍ
 （前75cm、幅広クロス部分 39cm、後 51cm）
 幅 ：2.5cm（幅広クロス部分 3.8cm）
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■ カラー：オリーブ、ブラック、 
 コヨーテ

非使用時はコンパクトに収納可
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■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ サイズ：縦18.5×横17.5×
マチ8cm
■ 素材 ：  KS100e （マルチカム
   のみ500DナイロンIRR）

■ Omni pouch オムニ ポーチ

MOLLEシステム対応小型ポーチ

■ 縦23.5×横20×
 マチ6cm
■ 容量 ：  2.55L
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）
●MOLLEシステム対応

ファーストエイドキット用のポーチです
ポーチ部はベースにベルクロで固定
簡単に脱着できます

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ IA Medical Pouch IA メディカル ポーチ

■ Smoke Grenade Pouch スモーク グレネード ポーチ
■ 9mm Pistol Double
 Mag Pouch 9mm・ピストル ダブル マグ ポーチ 

■ 40mm Grenade Pouch 40mm グレネード ポーチ 

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

MOLLE

MOLLE MOLLE

MOLLE ■ Single Ammo pouch シングル アモ ポーチ

■ Large Utility Pouch ラージ ユーティリティ ポーチ

MOLLE

8インチクラスのタブレットがすっぽり収まる大型ポーチ

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ 縦29×横19×
 マチ10cm（使用時）
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Roll Up Dump Pouch ロール アップ ダンプ ポーチ
MOLLE

• 表記価格は消費税を含んでおりません。 • 表記価格は消費税を含んでおりません。

■ Double Ammo pouch ダブル アモ ポーチ
MOLLE

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横17.8×マチ6cm
■ 素材： KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ポーチひとつにM4/89式マガジン×3を収納
●ワンタッチバックルとベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー
内蔵でバックルのみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

MOLLE■  IA Magazine Single Pouch IAマガジン シングル ポーチ

■ 縦13.5×横8×マチ2cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●M4/89式マガジン対応
●MOLLEシステム対応
●iPhone5S収納可能

MOLLE MOLLE

■ 縦13.5×横13.5×
 マチ6cm
■ 容量 ：  1.0L
■ 素材 ：  KS100e （マルチカムのみ
   500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

■ Small Utility Pouch スモール ユーティリティ ポーチ

使用頻度の高い小物の収納に便利な小型ポーチ

MOLLE■ IA Magazine Double Pouch IAマガジン ダブル ポーチ

■ 縦13.5×横15.5×
 マチ2cm
■ 素材： KS100e 
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●M4/89式マガジン対応
●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ カラー：オリーブ、
コヨーテ、 マルチカム

■ カラー：オリーブ、
ブラック、コヨーテ、
マルチカム

■ 縦13×横8×マチ5cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ カラー：オリーブ、
ブラック、コヨーテ、
マルチカム

■ 縦11×横6.5×
マチ3cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ

■ 縦13.5×横9.5×
 マチ4.5cm
■ 素材： KS100e

●MOLLEシステム対応

■ 縦16×横12.5×マチ7.5cm　■ 容量：1.2L
■ 素材： KS100e  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

巻き上げて小さく畳めるポーチ
空のマガジンを収納します

■ Admin Panel アドミン パネル　　　　　　　　　　

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、マルチカム
■ 縦16×横18×マチ2cm　■ 素材：KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●9mmピストルマガジンホルダー
●MOLLEシステム対応

MOLLE

コンバットベスト等にペンなどを入れる小物入れ、ポケットを追加します

■ 縦16×横18×マチ2cm
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Commander Panel Medium コマンダー パネル ミディアム

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、
 マルチカム

MOLLE

コンバットベスト等の前側に取り付けるマップケースを兼ねた小物入れ■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横9×マチ6cm
■ 素材：KS100e   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ワンタッチバックルとベルクロの２
WAYロック●ベルクロカバー内蔵、
バックルのみでのロックも可能●ストラップ長さ調整可、
高さ約11～15cmに対応●MOLLEシステム対応

●M4/89式マガジン×3を収納●ワンタッチバックル
とベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー内蔵でバックル
のみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

●ワンタッチバックルとベルク
ロの２WAYロック●ベルクロカ
バー内蔵でバックルのみでのロック
も可能●MOLLEシステム対応
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■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ サイズ：縦18.5×横17.5×
マチ8cm
■ 素材 ：  KS100e （マルチカム
   のみ500DナイロンIRR）

■ Omni pouch オムニ ポーチ

MOLLEシステム対応小型ポーチ

■ 縦23.5×横20×
 マチ6cm
■ 容量 ：  2.55L
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）
●MOLLEシステム対応

ファーストエイドキット用のポーチです
ポーチ部はベースにベルクロで固定
簡単に脱着できます

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ IA Medical Pouch IA メディカル ポーチ

■ Smoke Grenade Pouch スモーク グレネード ポーチ
■ 9mm Pistol Double
 Mag Pouch 9mm・ピストル ダブル マグ ポーチ 

■ 40mm Grenade Pouch 40mm グレネード ポーチ 

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

MOLLE

MOLLE MOLLE

MOLLE ■ Single Ammo pouch シングル アモ ポーチ

■ Large Utility Pouch ラージ ユーティリティ ポーチ

MOLLE

8インチクラスのタブレットがすっぽり収まる大型ポーチ

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ 縦29×横19×
 マチ10cm（使用時）
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Roll Up Dump Pouch ロール アップ ダンプ ポーチ
MOLLE

• 表記価格は消費税を含んでおりません。 • 表記価格は消費税を含んでおりません。

■ Double Ammo pouch ダブル アモ ポーチ
MOLLE

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横17.8×マチ6cm
■ 素材： KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ポーチひとつにM4/89式マガジン×3を収納
●ワンタッチバックルとベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー
内蔵でバックルのみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

MOLLE■  IA Magazine Single Pouch IAマガジン シングル ポーチ

■ 縦13.5×横8×マチ2cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●M4/89式マガジン対応
●MOLLEシステム対応
●iPhone5S収納可能

MOLLE MOLLE

■ 縦13.5×横13.5×
 マチ6cm
■ 容量 ：  1.0L
■ 素材 ：  KS100e （マルチカムのみ
   500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

■ Small Utility Pouch スモール ユーティリティ ポーチ

使用頻度の高い小物の収納に便利な小型ポーチ

MOLLE■ IA Magazine Double Pouch IAマガジン ダブル ポーチ

■ 縦13.5×横15.5×
 マチ2cm
■ 素材： KS100e 
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●M4/89式マガジン対応
●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ カラー：オリーブ、
コヨーテ、 マルチカム

■ カラー：オリーブ、
ブラック、コヨーテ、
マルチカム

■ 縦13×横8×マチ5cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

■ カラー：オリーブ、
ブラック、コヨーテ、
マルチカム

■ 縦11×横6.5×
マチ3cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ

■ 縦13.5×横9.5×
 マチ4.5cm
■ 素材： KS100e

●MOLLEシステム対応

■ 縦16×横12.5×マチ7.5cm　■ 容量：1.2L
■ 素材： KS100e  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

巻き上げて小さく畳めるポーチ
空のマガジンを収納します

■ Admin Panel アドミン パネル　　　　　　　　　　

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、マルチカム
■ 縦16×横18×マチ2cm　■ 素材：KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●9mmピストルマガジンホルダー
●MOLLEシステム対応

MOLLE

コンバットベスト等にペンなどを入れる小物入れ、ポケットを追加します

■ 縦16×横18×マチ2cm
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Commander Panel Medium コマンダー パネル ミディアム

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、
 マルチカム

MOLLE

コンバットベスト等の前側に取り付けるマップケースを兼ねた小物入れ■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横9×マチ6cm
■ 素材：KS100e   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ワンタッチバックルとベルクロの２
WAYロック●ベルクロカバー内蔵、
バックルのみでのロックも可能●ストラップ長さ調整可、
高さ約11～15cmに対応●MOLLEシステム対応

●M4/89式マガジン×3を収納●ワンタッチバックル
とベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー内蔵でバックル
のみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

●ワンタッチバックルとベルク
ロの２WAYロック●ベルクロカ
バー内蔵でバックルのみでのロック
も可能●MOLLEシステム対応
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■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ サイズ：縦18.5×横17.5×
マチ8cm
■ 素材 ：  KS100e （マルチカム
   のみ500DナイロンIRR）

■ Omni pouch オムニ ポーチ

MOLLEシステム対応小型ポーチ

■ 縦23.5×横20×
 マチ6cm
■ 容量 ：  2.55L
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）
●MOLLEシステム対応

ファーストエイドキット用のポーチです
ポーチ部はベースにベルクロで固定
簡単に脱着できます

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ IA Medical Pouch IA メディカル ポーチ

■ Smoke Grenade Pouch スモーク グレネード ポーチ
■ 9mm Pistol Double
 Mag Pouch 9mm・ピストル ダブル マグ ポーチ 

■ 40mm Grenade Pouch 40mm グレネード ポーチ 

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

MOLLE

MOLLE MOLLE

MOLLE ■ Single Ammo pouch シングル アモ ポーチ

■ Large Utility Pouch ラージ ユーティリティ ポーチ

MOLLE

8インチクラスのタブレットがすっぽり収まる大型ポーチ

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、 マルチカム

■ 縦29×横19×
 マチ10cm（使用時）
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500D
   ナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Roll Up Dump Pouch ロール アップ ダンプ ポーチ
MOLLE

• 表記価格は消費税を含んでおりません。 • 表記価格は消費税を含んでおりません。

■ Double Ammo pouch ダブル アモ ポーチ
MOLLE

■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横17.8×マチ6cm
■ 素材： KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ポーチひとつにM4/89式マガジン×3を収納
●ワンタッチバックルとベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー
内蔵でバックルのみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

MOLLE■  IA Magazine Single Pouch IAマガジン シングル ポーチ

■ 縦13.5×横8×マチ2cm
■ 素材： KS100e
  （マルチカムのみ500D
  ナイロンIRR）

●M4/89式マガジン対応
●MOLLEシステム対応
●iPhone5S収納可能

MOLLE MOLLE

■ 縦13.5×横13.5×
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■ 容量 ：  1.0L
■ 素材 ：  KS100e （マルチカムのみ
   500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ カラー：オリーブ、ブラック、 
コヨーテ、 マルチカム

■ Small Utility Pouch スモール ユーティリティ ポーチ

使用頻度の高い小物の収納に便利な小型ポーチ

MOLLE■ IA Magazine Double Pouch IAマガジン ダブル ポーチ

■ 縦13.5×横15.5×
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■ 素材： KS100e 
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■ 縦13×横8×マチ5cm
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■ カラー：オリーブ、
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●MOLLEシステム対応

巻き上げて小さく畳めるポーチ
空のマガジンを収納します

■ Admin Panel アドミン パネル　　　　　　　　　　

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、マルチカム
■ 縦16×横18×マチ2cm　■ 素材：KS100e （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●9mmピストルマガジンホルダー
●MOLLEシステム対応
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コンバットベスト等にペンなどを入れる小物入れ、ポケットを追加します

■ 縦16×横18×マチ2cm
■ 素材 ：  KS100e
   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●MOLLEシステム対応

■ Commander Panel Medium コマンダー パネル ミディアム

■ カラー：オリーブ、コヨーテ、
 マルチカム

MOLLE

コンバットベスト等の前側に取り付けるマップケースを兼ねた小物入れ■ カラー：オリーブ、ブラック、
コヨーテ、マルチカム

■ 縦16×横9×マチ6cm
■ 素材：KS100e   （マルチカムのみ500DナイロンIRR）

●ワンタッチバックルとベルクロの２
WAYロック●ベルクロカバー内蔵、
バックルのみでのロックも可能●ストラップ長さ調整可、
高さ約11～15cmに対応●MOLLEシステム対応

●M4/89式マガジン×3を収納●ワンタッチバックル
とベルクロの２WAYロック●ベルクロカバー内蔵でバックル
のみでのロックも可能●MOLLEシステム対応

●ワンタッチバックルとベルク
ロの２WAYロック●ベルクロカ
バー内蔵でバックルのみでのロック
も可能●MOLLEシステム対応
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Inspiration in Design...
Excellence in performance

イギリス軍アフガニスタン派遣隊採用
Predator Patrol 45

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  B5対応
  （縦30x横20xマチ2cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR）  

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

■ Notebook Case ノートブック ケース

www.karrimorsf.jp

正規輸入代理店

〒164-0001　東京都中野区中野５－５２－１５　ブロードウェイ４階
電話：03-5380-8306　FAX: 03-5380-8325
http://www.trampers.jp/　 E-mail： trampers@mua.biglobe.ne.jp

取扱店

www.karrimorsf.jp

■A4

■B5 

※表記価格は消費税を含みません。　製品仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。

• 表記価格は消費税を含んでおりません。

2019年2月発行

■ カラー： オリーブ、ブラック、
  コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  A4対応
  （縦32.5x横23xマチ1.5cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR） 

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

■A5

■ カラー： ブラック、コヨーテ、マルチカム

■ サイズ：  A5対応
  （縦25x横18xマチ1.5cm）

■ 素材：KS100e
  （マルチカムのみ500DナイロンIRR） 

●パッド入り●ジッパー付き●ポケット付き

ノートキャリアー、筆記用具を持ち運ぶために設計されたケースです

マルチペン、多色ボールペンを
収納可能なペンポケット×3
ルーラー用スリーブ×1

karrimor SF（カリマー・スペシャルフォース）は、
英国のバックパック・メーカー karrimorの
ミリタリー・セキュリティ向けブランドです。
各国の軍、法執行機関等、
厳しい需要家の高い要求に応える製品群を開発、
好評を得ています。

KARRIMOR™, KK Device® and SF™ are trade marks of Lonsdale Sports Limited (2005) and are used under license by KSFG Ltd.


