
SyoutenTrade .,Co Ltd.

Play up the outdoors!





Surrounded by Nature



製品仕様は改良のため予告なく変更となる場合がございます。最新の情報はお問い合わせくださいませ。 
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ミニ 薪ストーブ 

アウトドアに最適な持ち運び可能な分割式薪ストーブ
です。 
暖を取るだけではなく調理器具としてもご使用頂けま
す。 
軽量かつコンパクト！専用の収納袋付きで持ち運びも
楽々！ 
ソロキャンプなどに最適な商品です。 

本体サイズ(使用時)：約135×135×180mm 
本体サイズ(収納時)：約135×135×65mm 
材質：ステンレス 
重量：約438g

Wood Stove
折畳式 薪ストーブ 

ST-77 
調理も行えるアウトドア用薪ストーブです。 
災害時など、もしもの時の備えにもなります。 
持ち運びに便利なコンパクト設計です。 
耐熱ガラスの窓があり、小窓から焚火の炎が楽しめます。 

サイズ：(約)520mm X 400mm X 1890mm 
収納サイズ：(約)200mm X 400mm X 350mm 
重量：(約)9kg 
材質：ステンレス 

Wood Stove

YY-001MSV
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4571265117698

4571265117995 



Bonfire Stand

Fire prevention mats

焚火台

YY-B4

YY-004

耐熱防火マット

バーベキューコンロ、焚き火台として使える2WAY仕様！ 
カップルからご家族まで使用できる万能サイズ！ 
耐久性があり、丈夫で高級感もあるステンレス製 
パーツが1つずつ分かれるので、水洗いもしやすく衛生
的！ 
収納袋付きでどこでも移動可能！ 
簡単に組み立てが可能！！ 

折りたたみ式焚き火台 
サイズ：(約) 39.5cm×39cm×26cm 
収納時サイズ：(約)39cm×20cm×5cm 
重量：(約)2.7kg 
素材：ステンレス 

一枚あると便利な、火の粉が直に芝生などに落ちることを
防ぐ耐熱防火マットです。 
耐熱温度約500℃で熱に強く、薪ストーブの下に敷くこと
で焼け跡やコゲをつきにくくします。 
もちろん屋外使用を前提としておりますので、四隅にパグ
穴つきです。 
PATHBREAKERロゴ入り 
 
サイズ：(約)810ｍｍｘ610ｍｍ 
重量：(約)295g 
材質：ファイバーグラス
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4571265118022 

4571265118077



高性能なトーチバーナーです。 
市販のカセットガスボンベに装着するだけでご使用頂
けます。 
電子点火を採用しマッチやライターも不要！ 
バーベーキュー等の炭火起こしやお料理の焼き目付け
に便利！ 
コンパクトなのでアウトドアに重宝します。 

サイズ：約175×60×30mm(ガス装着部径：約
40mm) 
重量：約115g

Gas burners

Gas burners

ガスバーナー

CL -S054

YY-2408

高火力 ガスバーナー

高性能なトーチバーナーです。 
市販のカセットガスボンベに装着するだけでご使用頂
けます。 
最大3600kcalの高火力！バーベーキュー等の炭火起
こしやお料理の焼き目付けに便利！ 
コンパクトなのでアウトドアに重宝します。 

燃料：カセットガスボンベ(液化ブタンガス) 
消費量：300g/h(3600kcal) 
サイズ：商品画像にてご確認ください 
重量：約150g 
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4571265115601 

4571265118091



屋外でも室内でもリラックスできるリクライニング
チェアです。 
角度調整(160°)は無段階なのでお好きな角度で固定
ができます。 
組立不要で簡単に折り畳む事が出来るので持ち運び
にも苦労しません。 

サイズ(使用時)：約 横幅520×奥行960～1620×高
さ860～1120mm 
サイズ(収納時)：約 930×665×130mm 
耐荷重：約130kg 
本体素材：スチール、テスリン 
クッション素材：ポリエステルスエード 
本体重量：約8kg 

リクライニングチェア カラーバリエーション 

Outdoor folding recliners

リクライニングチェア

YY-BK6
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4571265118138

カラー 商品コード JANコード

ブラック YY-BK6 4571265118138

ブラック2個入り YY-BK6/2 4571265118145

ベージュ YY-BE7 4571265118152

ベージュ2個入り YY-BE7/2 4571265118169

ネイビー YY-NV8 4571265118176

グレー YY-GM9 4571265118183

ブラウン YY-BR10 4571265118190
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Long cushion

YY-BR10-1

ロングクッション

アウトドアリクライニングチェアにジャストフィッ
トするロングクッションです。 
座り心地を向上させてくつろぎの時間を演出しま
す。 

素材：ポリエステル 
サイズ：(約)1580ｘ500ｘ80mm 
カラーバリエーション 
ブラック・ネイビー・グレー・ブラウン 

Firewood bag

YY-D08

薪バッグ

楽々薪を運べるバッグです。 
簡単に包み込んでホールドします。 
使わない時には折りたたみコンパクトにして収納
OK！ 
丈夫な材質で安心！ 
薪を運ぶだけではなく、その他のキャンプグッズを運
ぶ時にも活躍します。 

材質：ナイロン 
サイズ：(約)700mmｘ420mm 
耐荷重：20kg 

4571265118107

4571265118268
YY-BK6-1

4571265118237

YY-GM9-1
4571265118251

YY-NV8-1
4571265118244



キャンプやBBQの必需品 
丈夫で高い耐熱性で手指をしっかり保護します。 

手のひら側の補強がデザイン性と実用性を兼ねており
使いやすさも向上、火の取り扱いだけではなく、エッ
ジの鋭い金属の取り扱い時にも大活躍！ 

サイズ：(約)240mmｘ130mm 
重量：(約)170g
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Trailer jacks

TR-2000

トレーラージャッキ

最大積載量900キロまでの普通トレーラー用 ダブル
タイヤトレーラージャッキです。 

船やボート、キャンピングトレーラーなど幅広く対
応！ 
最大積載量900kgまでの普通トレーラー用となりま
す。 
90度回転させ固定することが可能。 
亜鉛メッキ仕上げ、ダブルホイール搭載 

耐久荷重：2000LBS/900kg 
ストローク：270mm 

4571265095330

Gas burners
耐熱耐火グローブ

YY-005
4571265118084 
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お出かけに便利なルーフキャリアです。 
トランクに乗りきらない沢山の荷物を持ち出しちゃいま
しょう！ 

高品質のアルミ合金製で錆びにくく安心してご使用頂けま
す。 

耐荷重：200kg 

注意 
当商品にベースキャリアは付属いたしません。 
取り付け後は車高が上がりますので、高さ制限にはご注意
ください。道路交通法及び各自治体のルールを守りご使用
ください。

Roof carrier
ルーフキャリア

CCAR-15354BK
4571265117209

商品コード カラー JANコード サイズ 重量

CCAR-15354BK ブラック 4571265117209 (約)1000ｘ1570ｘ140mm (約)8.9kg

CCAR-15354SL シルバー 4571265117247 (約)1000ｘ1570ｘ140mm (約)8.9kg

CCAR-15355BK ブラック 4571265117216 (約)1000ｘ1400ｘ140mm (約)7.5kg

CCAR-15355SL シルバー 4571265117254 (約)1000ｘ1400ｘ140mm (約)7.5kg

CCAR-15356BK ブラック 4571265117223 (約)910ｘ1250ｘ140mm (約)6.7kg

CCAR-15356SL シルバー 4571265117261 (約)910ｘ1250ｘ140mm (約)6.7kg

CCAR-15357BK ブラック 4571265117230 (約)910ｘ1100ｘ120mm (約)6.2kg

CCAR-15357SL シルバー 4571265117278 (約)910ｘ1100ｘ120mm (約)6.2kg

その他 製品ラインナップ
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折畳式のヒッチキャリアです。 
キャンプ用品、バーベキューコンロはもちろんマリンス
ポーツやスキューバダイビングなどの用品を運ぶのにも便
利です。 

本体サイズ：(約)1350ｘ130ｘ485mm 
内寸法：(約)1300ｘ105ｘ445mm 
耐荷重：(約)500LBS(227kg) 
差込角：2インチ 
重量：(約)16kg

Hitch carriers
ヒッチキャリア TYPE-A

CCAR-13549-A
4571265103660

Net for car carrier

HITCH-NET12080

キャリア用 ネット

ヒッチキャリアやルーフキャリア用の荷物固定用ネッ
トです。 
伸縮性の高いネット構造なので、 
荷物の形状に合わせてフレキシブルに対応します。 
サイズ違いで２パターンご用意いたしました。 
フック：12ヶ所 

hitch-net12080 
サイズ：(約)120cmｘ80cm 

hitch-net15050 
サイズ：(約)150cmｘ50cm 

4571265116981
HITCH-NET15050
4571265116974
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折りたたみ式のヒッチキャリア(ヒッチカーゴ)です。アル
ミ製で超軽量！！ 
小型バイクやバーベーキューコンロなどはもちろん、狩
猟・マリンスポーツやダイビングなど、重量物の積載にも
おすすめです！ 

本体サイズ：約W1500×H125×D500mm 
本体内寸：約W1490×H70×D490mm 
耐荷重：約500LBS(227kg) 
差込角：2インチ 
重量：約12kg

Hitch carriers
ヒッチキャリア TYPE-B

Hitch carriers

CCAR-15348-C

ヒッチキャリア TYPE-C

折りたたみ式のヒッチキャリア(ヒッチカーゴ)です。 
小型バイクやバーベーキューコンロなどはもちろん、狩
猟・マリンスポーツやダイビングなど、重量物の積載にも
おすすめです！ 

本体サイズ：約W1530×H78×D485mm 
本体内寸：約W1520×H70×D470mm 
耐荷重：約500LBS(227kg) 
差込角：2インチ 
重量：約18.5kg

4571265103684

CCAR-15250-B
4571265103677
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折りたたみ式のヒッチキャリア(ヒッチカーゴ)です。 
小型バイクやバーベーキューコンロなどはもちろん、狩
猟・マリンスポーツやダイビングなど、重量物の積載にも
おすすめです！ 

本体サイズ：約W1530×H520×D165mm 
本体内寸：約W1490×H145×D472mm 
耐荷重：約500LBS(227kg) 
差込角：2インチ 
重量：約23kg

Hitch carriers
ヒッチキャリア TYPE-D

Hitch carriers

CCAR-15352-E

ヒッチキャリア TYPE-E

丈夫な構造のヒッチキャリア(ヒッチカーゴ)です。 
小型バイクやバーベーキューコンロなどはもちろん、狩
猟・マリンスポーツやダイビングなど、重量物の積載にも
おすすめです！ 

キャリア部内寸：約W1460×H345×D580mm 
キャリア部折り畳み時：約W1500×H120×D610mm 
耐荷重：約500LBS(220kg) 
差込角：2インチ

4571265107170

CCAR-15351-D
4571265103691
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Refrigerator-freezer

ST-C50L

冷蔵冷凍庫 ５０L

容量50Lタイプの車載用冷蔵庫・冷凍庫です。 
最新技術の採用で高い省エネ性を実現し、無駄なく節電、
省エネ設計、低騒音。 
-20℃～20℃まで1℃単位で温度設定が可能！ 
車載DC(12V、24V)だけでなくAC電源にも対応の便利な
2WAY電源を装備！ 
お車だけでなく家庭用のコンセントに繋いでご使用いただ
く事も可能です。 
低電圧保護基盤を搭載しており電圧が下がると自動で電源
をOFFにするので車のバッテリー上がりの心配なし！ 

本体サイズ：(約)横幅570×奥行360×高さ495mm 
庫内サイズ：(約)横幅455×奥行280×高さ410mm(一部高
さ240mm) 
内容量：50L

4571265116905

Refrigerator-freezer
冷蔵冷凍庫 １５L

容量15Lタイプの車載用冷蔵庫・冷凍庫です。 
最新技術の採用で高い省エネ性を実現し、無駄なく節電、
省エネ設計、低騒音。 
-20℃～20℃まで1℃単位で温度設定が可能！ 
車載DC(12V、24V)だけでなくAC電源にも対応の便利な
2WAY電源を装備！ 
お車だけでなく家庭用のコンセントに繋いでご使用いただ
く事も可能です。 
低電圧保護基盤を搭載しており電圧が下がると自動で電源
をOFFにするので車のバッテリー上がりの心配なし！ 

本体サイズ：(約)横幅560×奥行320×高さ250mm 
庫内サイズ：(約)横幅350×奥行245×高さ190mm 
内容量：15L

CCA R-13549-A
4571265117209

ST-C15L
4571265112686



アウトドアレジャーや現場作業、キャリアカーの車載用ウ
インチなどの様々な用途で使用が可能です。 
小型なのに強力で耐久性に優れています!  
半永久的使用可能なマグネット式モーターを採用!  
もちろんバッテリーコードなど必要な付属品はすべてセッ
トに! 

最大牽引力：3000LBS(1361kg) 
ライン：シングルライン 
モーター出力：1.0kw/1.34hp 
定格電源：12V DC 
減速比：153:1 
ドラム寸法：30.5mm×71.5mm 
ワイヤー：4.8mm×13.5m 
バッテリーケーブル長：1.83m 
全体寸法：300mm×103.5mm×106mm 
重量：16kg

Electric winches

電動ウインチ 3000LBS
WIN-03000

4571265095217
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Electric winches

WIN-04500-12B

電動ウインチ 4500LBS

カー電源対応!車のDC12Vバッテリーに繋げて使用します! 
もちろん、バッテリーコードなど必要な付属品はすべて
セットに! 
半永久的使用可能なマグネット式モーターを採用! 
小型なのに強力で、耐久性に優れています! 
重荷も簡単に移動できます。 
巻き上げすぎ防止機能付き 

最大牽引力：4500LBS(2041kg) 
ライン：シングルライン 
モーター出力：0.9kw/1.24hp 
定格電源：12V DC  
付属品： 固定金具など 
英文取扱説明書

4571265117520
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アウトドアレジャーや現場作業、キャリアカーの車載用ウ
インチ等、様々な用途での使用が可能です。 
無線リモコン付きなので車両から離れてのウインチコント
ロール、牽引対象物側でのウインチコントロールが出来ま
す。 
防水仕様で雨の日の使用も大丈夫！ 
(※完全防水ではございませんので水没状態や豪雨等の条件
下での使用はお避け下さい。) 

最大牽引力：12000LBS(5443kg) 
ライン：シングルライン 
モーター出力：6.0hp/4.5kw 
減速比：265：1 
ドラム寸法：64mm×223mm 
ワイヤー：9.5mm×24m 
バッテリーケーブル長：1.8m 
全体寸法：516mm×160mm×200mm 
重量：35kg

Electric winches

電動ウインチ 12000LBS

W-A-12000-24
4571265095286

W-A-12000-12
4571265095279

商品コード 能力 電圧 JAN 商品コード 能力 電圧 JAN

WIN-02000 2000LBS 12V 4571265095170 W-A-10000-12 10000LBS 12V 4571265095255

WIN-02500 2500LBS 12V 4571265095194 W-A-10000-24 10000LBS 24V 4571265095262

WIN-03000 3000LBS 12V 4571265095200 W-A-12000-12 12000LBS 12V 4571265095279

WIN-04500-12 4500LBS 12V 4571265107682 W-A-12000-24 12000LBS 24V 4571265095286

WIN-04500-12B 4500LBS 12V 4571265117520 W-A-13000-12 13000LBS 12V 4571265107668

WIN-04500-24 4500LBS 24V 4571265107699 W-A-13000-24 13000LBS 24V 4571265107705

WIN-05000-12 5000LBS 12V 4571265095224 W-A-15000-12 15000LBS 12V 4571265107743

W-A-6000-12V 6000LBS 12V 4571265102205 W-A-15000-24 15000LBS 24V 4571265107750

W-A-6000-24V 6000LBS 24V 4571265112846 W-A-17000-12 17000LBS 12V 4571265107057

W-A-08000-12 8000LBS 12V 4571265095231 W-A-17000-24 17000LBS 24V 4571265107774

W-A-8000-24V 8000LBS 24V 4571265107736 W-A-20000-12 200000LBS 12V 4571265107781

W-A-09500-24 9500LBS 24V 4571265107156 W-A-20000-24 200000LBS 24V 4571265107798

その他 製品ラインナップ
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