ソース タクティカル ギア
ミリタリー
ハイドレーション
システム
http://www.sourcevagabond.jp

Made in ISRAEL

● いつでも美味しく
● いつでも清潔
● かんたんメンテナンス
ハイドレーションシステムは、
すぐ水を飲むことができ、

世界が認めたソースバガボンドの
ミリタリーハイドレーションシステム
主な採用国：米陸海空軍、米海兵隊、イスラエル軍、
フランス軍、ドイツ軍、スウェーデン軍、イタリア軍、
スペイン軍、ルーマニア軍、シンガポール軍、インド
軍特殊部隊、チリ警察、

その他世界各国の軍隊、警察等多数

大容量の水を
少ない負担で運ぶことができます。
軍隊はもとより、
水分補給が欠かせないスポーツ用途でも
従来の水筒に代わるものとして
使用者が増えています。

のハイドレーション テクノロジー
清潔で美味しい水

かんたんメンテナンス

SQCシステム

グランジガード

特別な手入れは不要で、頻繁

チューブは両端クイック

米食品医薬品局
（ＦＤＡ）
に承認されたバク

に 洗 浄する必 要もありませ

コネクター付 で、容易

テリアの繁殖を抑制するグランジガード

ん。水 筒上部には開

に洗 浄、パーツ交 換、

（Grunge-Guard®）
を採用しています。
こ

閉容易で大きく開く

UTAアダプター 等 の

れは、
このポリマー樹脂が持つ機能であり、

ワイドパック（Wide

オプションを使用で

長期の使用でも性能が劣化しません。

Pac®）
を装備。

きます。

CBRNソリューション

グラス・ライク
ガラスのように滑ら
かなポリマー樹脂で
あるグラス・ライク

強靭なリザーバー

（Glass-like®）ラ イ

デュラバッグ（米国特

ソースバガボンドのハイド

許取得済み）
製法によ

レーションテクノロジーは

りリザーバー本体は極

CBRN環境 下での使用

ク臭くなりません。

めて強靭で高い非破

にも対応。
軍用毒ガスにも

常においしい飲料水を飲めます。

壊性を持っています。

長時間耐えます。

ナーの採 用により、
従来の水筒のように
飲料水がプラスチッ

：200 倍）
▲グラスライク（下

※CBRN対応専用品となります。
お問い合わせください。

http://www.sourcevagabond.jp

リザーバー

イギリス軍制式採用の高性能ニー・プロテクション

ポロン・タクティカル・
ニーパッド

● ガラス表面のようになめらかで水に素材の味や臭いを
移さないグラスライク®ライナー

高機能衝撃吸収材PORON®XRD™
®
抗菌加工）
を採用。

●（Microban

● リザーバー本体とチューブにはバクテリアの繁殖を抑
えるグランジガード®テクノロジーを採用（FDA承認）

●

®
● 大きく開くワイドパック で内部のクリーニング、乾燥が
容易

●

滑り止め膝固定パッド、
エラスティック・
ストラップで確実な装着
大型リベット／ループで容易な脱着

大型フィラーキャップと
ワイドパック®の採用で楽な給水

❶
表面素材はCORDURA®ファブリック
接地面外殻にグリップ溝

ストームバルブ

Ｌ字型でくわえやすく
ワンタッチプッシュプ
ル開閉（ロック機 構
付）大流量で楽に飲
めます。
ダストカバー
付属。

SQCシステム

❹

チューブ 両 端 にク
イックコネクター付
でワンタッチで 脱
着。チューブに劣化
防止のＵＶ加工。

❼

■ WXPリザーバー 3L
¥8,800（税別）
●容 量：3L●チューブ
カラー：オリーブ、コヨー
テ●サイズ：縦43.1幅
21最大厚9.5cm

■ WXPリザーバー 2L
¥8,400（税別）
●容量：2L●チューブ
カラー：ブラック●サ
イズ：縦38.1幅19.6最
大厚8cm

❼

¥9,500（税別）
（左右対称・ペア）
●カラー：オリーブ●サイズ：縦19.5 横16.5厚さ7cm
●重量 296 g●収納バッグ付属

ストリーム サンダル

■ WLPSリザーバー 3L
¥8,800（税別）
●容量：3L●チューブカラー：
コヨーテ、ブラック●サイズ：
縦 39 横 25 最大厚 6.7cm
●満 タン 時 の 厚 みを 抑え、
バックパックでの使用に最適
化したモデル

❷

❸

❻

❶滑り抑止ゴムパッチ
❺エラスティック・ストラップ
❷10mm厚EVA緩衝材
❻アンカーリベット／ループ
❸Poron XRD™衝撃吸収材 ❼調整バックル
❹ニーパッド前面外殻

❻

軽快！ 履くSOURCE

❺

• SOURCE独 創のアウトソールとフットベッ
ドがソリッドなグリップを実現。
• 抗菌加工されたフットベッドと速乾性のある
ストラップが快適な履き心地を約束。
• 特許X-Strapでサンダルが自分の足のよう
にフィット。

¥12,000（税別）
●ベルクロテープ式サイズ調節●カラー：ユニカム
●サイズ：EU40（25.5～26ｃｍ）
・EU41（26～26.5ｃｍ）
・EU42（26.5～27.5ｃｍ）●ナイロンケース付

リザーバー キャリア
• 外部は赤外線低減加工を施した頑丈な
コーデュラナイロンを採用。
• 内側に水温の上昇を防止するポリウレタンインナー。
• 信頼のYKKジッパー

■ タクティカル

¥18,500（税別）
マルチカム¥20,000（税別）
●WXPリザーバー 3L内
蔵●カラー：オリーブ、コ
ヨ ー テ●サ イズ：縦44
横19.5cm●内 部アクセ
ス用ジッパー付●四隅の
バックルでMOLLEシステ
ムやバックパックのスト
ラップに装着可能。

■ アサルト20

¥25,000（税別）
●WLPSリザーバー3L内蔵●カラー：オリーブ、
コヨーテ、ブラック●サイズ：縦46横27最大厚20cm●
パトロール用バックパック●カーゴ容量20L●メインとサブ
の2 コンパートメント構造●ハイドレーション専用スペース●
コヨーテモデルを米海軍特殊部隊ネイビーシールズが採用。

アクセサリー
■ ユニバーサル チューブ アダプター（UTA）
●¥4,500（税別）●専用ポーチセット¥6,500（税別）
●バルブ側から給水する為のアダ
プター。水道の蛇口やペットボトル
などから補給することができます。

■ リプレイスメント チューブ
●ブラック
（IRR）、
コヨーテ
（IRR）¥3,200（税別）
●IRR：暗視装置対応
赤外線低減加工

■ マグネティック クリップ●
¥2,200（税別）●ハイドレー
ションのチューブを任意の場
所に取り付ける為のクリップ。
●強力磁石採用で少々走っ
たくらいでは外れません。

日本総輸入代理店

有限会社 トランパーズ

■ チ ュ ー ブ ブ ラ シ●¥3,000

（税別）●チューブ内部用クリー

ニングブラシ

■ ストーム バルブ キット・
SQC●¥2,300 （税別）
●カラー：ブラック、コヨー
テ●リザーバー付属のバル
ブ。
（写真は、ブラック）

取扱店

東京都 中野区 中野5-52-15 電話：03-5380-8306
ブロードウェイ4階
http://www.trampers.jp/

2017年5月発行

