
























NEWNEWNEW

ブラックオリーブレッドマスタードベージュ ネイビー

二重構造により熱いドリンクをいれても不安なく掴め、冷たいドリンクの結露も抑えられます。

電子レンジ使用可能。テイクアウトしたコーヒーを温めたり、ホットミルクやスープなど幅広くお使いいただけます。

落としても割れないヘビーデューティーなタンブラー。キャンプやスポーツなどアウトドアシーンでも安心して使えます。

スマートなシルエットは、手に馴染んで持ちやすく、バックパックのサイドポケットや車のドリンクホルダーにもぴったり。

たっぷりのコーヒーを味わうにも、氷を入れて冷たいドリンクを楽しむにも、十分な容量です。

バール シリーズ用ストレーナーに対応しています。

インドアにもアウトドアにも活躍する進化系タンブラー

ブラックシルバー オリーブベージュ

ステンレス製のボディに天然木(ビーチウッド)のハンドルを採用。洗練されたフォルムと温かみのあるデザインが特徴です。

少ない力で回せるフタやワンタッチ開閉の注ぎ口、握りやすいハンドルなど“使いたくなる気持ち良さ”が考えられた構造で
す。フタを外せば意外なほど大きな口径で、ボディの中に手を入れて簡単に洗うことができます。

実容量1.3L。真空魔法瓶で保温効果は10時間で56℃以上、保冷効果は６時間で7℃以下を保ちます。

※食器洗浄機はお使いいただけません。

使いやすさがデザインされたスタイリッシュなテーブルポット

4562167757792

4562167757785

4562167755620

4562167755613

サーモジャグ キート

シルバー
￥4,200
￥4,200

￥4,200

￥4,200ブラック

ベージュ
オリーブ

中国

18-8ステンレス鋼（本体、フタ）／ポリプロピレン（本体、フタ）／ビーチウッド（ハ
ンドル）／ポリアセタール（フタ）／シリコーンゴム （フタ、ハンドル）／ステ
ンレス鋼 （フタ、ハンドル）

[商品] W194×D130×H213(mm)    [化粧箱] W165×D156×H228(mm) 

約780g 1.3L

原材料

商品名

容量

サイズ

カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

THERMO JUG KEAT
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4562167757747

4570016260744

4570016260119

4562167757761

4562167757754

4570016260737

ネイビー

ウォールマグ バール ソリッド [商品] W91×H175(mm)     [化粧箱] W97×D97×H183(mm) 

オリーブ

￥1,200

￥1,200
￥1,200

ベージュ

￥1,200

￥1,200

レッド

ブラック

マスタード ￥1,200

ポリプロピレン(内カップ、外カップ、フタ)／熱可塑性エラストマー (フタ、
底部)／シリコーンゴム(内カップ、フタ)

中国約150g 390ml

商品名 サイズ

原材料

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

WALLMUG BEARL SOLID
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NEWNEW

クリア

レッド

ネイビー ブラック

ベージュ マスタード

オリーブ

スマートなシルエットは、手に馴染んで持ちやすく、バックパックのサイドポケットや車のドリンクホルダーにもぴったり。

二重構造により熱いドリンクをいれても不安なく掴め、冷たいドリンクの結露も抑えられます。

セットするだけで水出しコーヒーを淹れられる、専用ストレーナー付属のタンブラー !

たっぷりのコーヒーをタンブラーで味わうにも、氷を入れて冷たいドリンクを楽しむにも、十分な容量です。

電子レンジ使用不可。

密閉性の高いフタで、デスク周りやベッドサイドでも安心して使えます。

110gと軽量且つ、たっぷり300ml容量。丈夫で割れないので、普段使いはもちろんアウトドアや旅行にも大活躍。

二重構造でドリンクが冷めにくく、持っても熱くありません。

フタ付きのシンプルなシルエットが特徴的。ドリンクを入れて手にした感じは、まさにテイクアウトカップさながら。

密閉性の高いフタで、デスク周りやベッドサイドでも安心して使えます。

温冷どちらにもお使いいただけます。（電子レンジ使用不可）

手軽に1杯分の水出しコーヒーやお茶を淹れることができます。

持ち歩きたくなる、THEテイクアウトカップタンブラー

4562167757068

4562167754005

4562167754340

4562167754012

4562167754043

4562167754029

4562167753343

ウォールマグ スリーク [商品] W90×H130(mm)     [化粧箱] W95×D95×H140(mm) 

￥1,200オリーブ

中国

ポリプロピレン（カップ、フタ）／熱可塑性エラストマー（フタ）／シリコーン
ゴム（フタ）

約110g 300ml

ブラック ￥1,200

レッド ￥1,200

￥1,200ネイビー

￥1,200
ベージュ
マスタード

￥1,200

ウォールマグ バール コールドブリュー [商品] W94×H175(mm)    [化粧箱] W95×D95×H185(mm) 

￥1,650クリア

カップ：AS樹脂（内カップ、外カップ）／ポリプロピレン（フタ）／熱可塑性エ
ラストマー（フタ、底部）／シリコーンゴム（内カップ、フタ）
ストレーナー：ポリプロピレン（本体、フタ）／ナイロン（メッシュ）

中国約216g 250ml（ストレーナー装着時）
390ml（ストレーナー無し）

商品名 サイズ

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

原材料

商品名 サイズ

原材料

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

WALLMUG BEARL COLD BREW WALLMUG SLEEK
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オリーブ ブラックマスタード ネイビーベージュ オリーブ ブラックベージュ

110gと軽量且つ、たっぷり300ml容量。丈夫で割れないので、普段使いはもちろんアウトドアや旅行にも大活躍。

二重構造でドリンクが冷めにくく、持っても熱くありません。

フタ付きのシンプルなシルエットが特徴的。ドリンクを入れて手にした感じは、まさにテイクアウトカップさながら。

密閉性の高いフタで、デスク周りやベッドサイドでも安心して使えます。

温冷どちらにもお使いいただけます。（電子レンジ使用不可）

110gと軽量且つ、たっぷり300ml容量。丈夫で割れないので、普段使いはもちろんアウトドアや旅行にも大活躍。

二重構造でドリンクが冷めにくく、持っても熱くありません。

フタ付きのシンプルなシルエットが特徴的。ドリンクを入れて手にした感じは、まさにテイクアウトカップさながら。

密閉性の高いフタで、デスク周りやベッドサイドでも安心して使えます。

温冷どちらにもお使いいただけます。（電子レンジ使用不可）

人気のアンプラグド シリーズのタンブラー人気のアンプラグド シリーズのタンブラー

4562167757693

4562167757686

4562167757709

4562167757631

4562167757624

4562167757662

4562167757648

4562167757655

ポリプロピレン（カップ、フタ）／熱可塑性エラストマー（フタ）／シリコーン
ゴム（フタ）

ウォールマグ スリーク ベア [商品] W90×H130(mm)     [化粧箱] W95×D95×H140(mm) 

中国約110g 300ml

ブラック

￥1,300
￥1,300

オリーブ
￥1,300ベージュ

ポリプロピレン（カップ、フタ）／熱可塑性エラストマー（フタ）／シリコーン
ゴム（フタ）

ウォールマグ スリーク アンプラグド [商品] W90×H130(mm)     [化粧箱] W95×D95×H140(mm) 

中国約110g 300ml

ブラック

￥1,300

￥1,300

オリーブ

￥1,300ベージュ

￥1,300

ネイビー

マスタード

￥1,300

商品名 サイズ

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

原材料

商品名 サイズ

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

原材料

WALLMUG SLEEK UNPLUGGED WALLMUG SLEEK BEAR
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ブラックベージュ オリーブブラックベージュ ブルーオリーブレッド

フタは簡単に分解でき清潔に保てます。

二重構造だからペーパースリーブ不要。ホットドリンクも安心です。 

飲み口が選べる2 WAY LIDはストローも使えて、 小さなお子さまから口紅が気になる女性まで幅広くお使いいただけます。

落としても割れない素材を使用。アウトドアにも最適。

フタは簡単に分解でき清潔に保てます。

二重構造だからペーパースリーブ不要。  ホットドリンクも安心です。 

飲み口が選べる2 WAY LIDはストローも使えて、 小さなお子さまから口紅が気になる女性まで幅広くお使いいただけます。

落としても割れない素材を使用。アウトドアにも最適。

温冷どちらにもお使いいただけます。（電子レンジ使用不可） 温冷どちらにもお使いいただけます。（電子レンジ使用不可）

テイクアウトカップ感覚で使えるダブルウォールタンブラーテイクアウトカップ感覚で使えるダブルウォールタンブラー

4562167757594

4562167757587

45621677576004562167752476

4562167757082

4562167751943

4562167752490

4562167752049

ウォールマグ デミタ アンプラグド [商品] W85×H121(mm)    [化粧箱] W85×D85×H127(mm) 

ブラック
￥900
￥900

オリーブ
￥900ベージュ

ポリプロピレン（カップ、フタ）／シリコーンゴム（フタ）

中国約100g 290ml

ウォールマグ デミタ [商品] W85×H121(mm)    [化粧箱] W85×D85×H127(mm) 

ベージュ

￥800

￥800

オリーブ
￥800ブルー

￥800

￥800

レッド

ブラック
ポリプロピレン（カップ、フタ）／シリコーンゴム（フタ）

中国約100g 290ml

商品名 サイズ

原材料

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

商品名 サイズ

原材料

容量カラー 小売価格（税抜） 重量 生産国JANコード

WALLMUG DEMITA UNPLUGGEDWALLMUG DEMITA
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