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コールマン、マルチユースな「WALKER シリーズ」がリニューアル！
街でもアウトドアでも映える新色を追加！

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、アウトドアレジャーに適した多機能性
を持ち、シンプルなデザインで人気のロングセラー、「WALKER シリーズ」をリニューアルし、全
14 種を 2020 年 2 月より発売しています。豊富なカラー、様々なスタイルの商品がラインナップ
されるので、自分に合ったデザインが見つかります！
■不動の人気には理由がある！ マルチユースな「WALKER シリーズ」の魅力
家族と過ごす週末、仲間とのフィールドワークなど、さまざまなシーンで活躍する WALKER シリーズには、
「さりげなく使える便利機能」が満載です。

本広報資料に関する製品画像データは、
「製品画像データの取扱に関する注意事項」をご一読の上、こちらからダウンロードしてください。

http://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2020/2020-Coleman-Walker.zip

■2020 年「WALKER シリーズ」のイチオシポイント！

3 つの新色を追加しました！

キャンプメーカーならではの高い耐久性、便利な機能性、そしてシンプルなデザインコンセプトはそのままに。
街でもアウトドアでも、あらゆるスタイルにコーディネートしやすいカラー・3 色（「エバーグリーン」、「ナチュラルカモ」、
「ブラックヘザー」）を新たに追加しています。

エバーグリーン

ナチュラルカモ

ブラックヘザー

■2020 年「WALKER シリーズ」の最新モデル 5 選
機能性抜群！「ウォーカーヘルメットバッグ」
開口部が大きいから荷物の出し入れがとっても楽な、2 ウェイショルダートートバッグです。
前面にはざっくりと小物を収納できる大型のメッシュポケットを配しています。
大型メッシュポケット

オーガナイザーポケット付
t 付き

小物の持ち運びに便利！「ウォーカーバナナショルダー」＆「ウォーカーショルダー 6」
日常使いでもキャンプでも、小物の持ち運びに便利なショルダーバッグです。
どこか愛らしい独特の形状は程よく体にフィットして、サイズ感も絶妙で使いやすい！

【ウォーカーバナナショルダー】
ファスナーポケット付

2サイズ展開！

メッシュポケット装備

【ウォーカーショルダー 6】
フロントに大小のポケット

オーガナイザーポケット付

大容量の「ウォーカーウエスト 5」、ミニマムな「ウォーカーウエスト ミニ」

ウエスト、ショルダーと気分やスタイルに応じてコーディネートを楽しめるスタイリッシュな形状のウエストバッグです。イン
ナーにはファスナーポケットとキーリング。さらに背面には、旅行などで便利なシークレットポケットを装備しています。

【ウォーカーウエスト 5】

【ウォーカーウエスト ミニ】

背面にシークレットポケット付

【ウォーカーウエスト 5】

【ウォーカーウエスト ミニ】

インナーにメッシュファスナーポケットとキーリング装備

＜製品仕様＞
製品名

ウォーカー33

希望小売価格
6,800円＋消費税
品番 2000036188（エバーグリーン）、2000036189（ナチュラルカモ）、2000036190（ブラックヘザー）、2000034371（ミッド
ナイト）、2000032846（ブラック）、2000032848（ヘリンボーン）、2000032850（ネイビードット）
●サイズ:約 33(W)×51(H)×22(D)cm ●重量:約 680g、(ブラック ヘザー)約 685g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードッ
ト)約 715g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 33L

製品名

ウォーカー25

希望小売価格
5,891円＋消費税
品番 2000036191（エバーグリーン）、2000036192（ナチュラルカモ）、2000036193（ブラックヘザー）、2000034365（ミッド
ナイト）、2000032856（ブラック）、2000032858（ヘリンボーン）、2000032860（ネイビードット）
●サイズ:約 32(W)×45(H)×18(D)cm ●重量:約 570g、(ブラックヘザー)約 575g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 600g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビー ドット)ポリエステル ●容量:約 25L

製品名
ウォーカー15
希望小売価格
4,346円＋消費税
品番 2000036194（エバーグリーン）、2000036195（ナチュラルカモ）、2000036196（ブラックヘザー）、2000034359（ミッド
ナイト）、2000032866（ブラック）、2000032868（ヘリンボーン）、2000032870（ネイビードット）
●サイズ:約 28(W)×41(H)×17(D)cm ●重量:約 345g、(ブラックヘザー)約 350g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 365g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 15L

製品名

ウォーカーヘルメットバッグ

希望小売価格
4,528円＋消費税
品番 2000036237（ブラック）、2000036238（ヘリンボーン）、2000036239（ミッドナイト）、2000036240（ネイビードット）、
2000036241（エバーグリーン）、2000036242（ナチュラルカモ）、2000036243（ブラックヘザー）
●サイズ:約 45(W)×37(H)×11(D)cm ●重量:約 270g、(ブラックヘザー)約 275g、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)
約 300g ● 素材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)ポリエステル ●容量:約 18L

製品名

ウォーカーバナナショルダー

希望小売価格

4,528円＋消費税

品番 2000036216（ブラック）、2000036217（ヘリンボーン）、2000036218（ミッドナイト）、2000036219（ネイビードット）、
2000036220（エバーグリーン）、2000036221（ナチュラルカモ）、2000036222（ブラックヘザー）
●サイズ:約 32(W)×24(H)×11(D)cm ●重量:約 215g、(ブラックヘザー)約 220g、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)
約 235g ●素 材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ) ポリエステル ●容量:約 7L

製品名

ウォーカーショルダー 6

希望小売価格
4,528円＋消費税
品番 2000036244（ブラック）、2000036245（ヘリンボーン）、2000036246（ミッドナイト）、2000036247（ネイビードット）、
2000036248（エバーグリーン）、2000036249（ナチュラルカモ）、2000036250（ブラックヘザー）
●サイズ:約 23(W)×27(H)×14(D)cm ●重量:約 240g、(ブラックヘザー)約 245g、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)
約 260g ● 素材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)ポリエステル ●容量:約 6L

製品名
ウォーカーウエスト 5
希望小売価格
3,619円＋消費税
品番 2000036230（ブラック）、2000036231（ヘリンボーン）、2000036232（ミッドナイト）、2000036233（ネイビードット）、
2000036234（エバーグリーン）、2000036235（ナチュラルカモ）、2000036236（ブラックヘザー）
●サイズ:約 35(W)×18(H)×8(D)cm ●重量:約 250g、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)約 255g ●素材:ナイロン/
ポリエステル、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)ポリエステル ●容量:約 5L

製品名

ウォーカーウエスト ミニ

希望小売価格
2,719円＋消費税
品番 2000036223（ブラック）、2000036224（ヘリンボーン）、2000036225（ミッドナイト）、2000036226（ネイビードット）、
2000036227（エバーグリーン）、2000036228（ナチュラルカモ）、2000036229（ブラックヘザー）
●サイズ:約 22(W)×11(H)×5(D)cm ●重量:約 160g、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)約 165g ●素材:ナイロン/
ポリエステル、(ヘリンボーン、ネイビードット、ナチュラルカモ)ポリエステル

製品名
ウォーカーポーチ
希望小売価格
3,437円＋消費税
品番 2000036197（エバーグリーン）、2000036198（ナチュラルカモ）、2000036199（ブラックヘザー）、2000034419（ミッド
ナイト）、2000032876（ブラック）、2000032878（ヘリンボーン）、2000032880（ネイビードット）
●サイズ:約 24(W)×15(H)×7(D)cm ●重量:約 270g、(ブラックヘザー)約 275g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 285g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 2L

製品名

クロスボディ

希望小売価格

3,619円＋消費税

品番 2000036200（エバーグリーン）、2000036201（ナチュラルカモ）、2000036202（ブラックヘザー）、2000034395（ミッド
ナイト）、2000032894（ブラック）、2000032896（ヘリンボーン）、2000032898（ネイビードット）
●サイズ:約 20(W)×34(H)×10(D)cm ●重量:約 250g、(ブラックヘザー)約 245g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 265g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 8L

製品名

クールショルダー MD

希望小売価格
5,437円＋消費税
品番 2000036203（エバーグリーン）、2000036204（ナチュラルカモ）、2000036205（ブラックヘザー）、2000034389（ミッド
ナイト）、2000032902（ブラック）、2000032904（ヘリンボーン）、2000032906（ネイビードット）
●サイズ:約 32(W)×23(H)×12(D)cm ●重量:約 365g、(ブラックヘザー)約 385g、(ナチュラルカモ、 ヘリンボーン、ネイビードッ
ト)約 400g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 8L

製品名

2ウェイバックパックトート

希望小売価格

4,528円＋消費税

品番 2000036206（エバーグリーン）、2000036207（ナチュラルカモ）、2000036208（ブラックヘザー）、2000034377（ミッド
ナイト）、2000032918（ブラック）、2000032920（ヘリンボーン）、2000032922（ネイビードット）
●サイズ:約 32(W)×40(H)×13(D)cm ●重量:約 400g、(ブラックヘザー)約 405g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 430g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル ●容量:約 21L

製品名

キューブ

希望小売価格
2,719円＋消費税
品番 2000036209（エバーグリーン）、2000036211（ナチュラルカモ）、2000036212（ブラックヘザー）、2000034401（ミッド
ナイト）、2000032926（ブラック）、2000032928（ヘリンボーン）、2000032930（ネイビードット）
●サイズ:約 13(W)×17(H)×6(D)cm ●重量:約 140g、(ブラックヘザー)約 145g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)
約 150g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル

製品名

フォンケース

希望小売価格

2,255円＋消費税

品番 2000036213（エバーグリーン）、2000036214（ナチュラルカモ）、2000036215（ブラックヘザー）、2000034407（ミッド
ナイト）、2000032934（ブラック）、2000032936（ヘリンボーン）、2000032938（ネイビードット）
●サイズ:約 10(W)×16(H)×2(D)cm ●重量:約 75g、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット) 約 80g ●素材:ナイロン/ポ
リエステル、(ナチュラルカモ、ヘリンボーン、ネイビードット)ポリエステル

■製品画像データの取扱に関する注意事項
1. オンラインプレスルーム（http://www.coleman.co.jp/about/press/）からダウンロードいただく製品画像データの使用は、
報道目的のみとさせていただきます。
2. 製品画像データをダウンロードするには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、弊社から配信する
ニュースリリースメールに明記しています（※注：ID とパスワードの掲載はご遠慮願います）。
3. 弊社から配信するニュースリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。
4. 貴媒体にて画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン ジャパン PR 担当宛に事前のご連絡を
お願いいたします。
【コールマン ジャパン株式会社について】
総合アウトドアレクリエーションのリーディングカンパニーとして、コールマン®、セビラー®、パドルジャンパー®、エアロベッド®
およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。
設立：1976 年 5 月
代表取締役社長：中里 豊
従業員数：220 名（2019 年 2 月現在）
住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
【報道関係者様からのお問い合わせ先】
コールマン ジャパン PR 担当
担当者：木本、正木
Tel :03-3571-5236
Email：coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp

【クレジット表記／掲載用お問い合わせ先】
コールマン ジャパン株式会社カスタマーサービス
フリーコール：0120-111-957
受付時間：月曜日－金曜日 10：00－17：30（土･日･祝日を除く）
ウェブサイト：http://www.coleman.co.jp

