
  

 

2021 年 2 月 25 日 Vol.7 

コールマン ジャパン株式会社 

 

コールマン、定番バックパック「WALKER シリーズ」にニューモデル登場！ 

豊富なカラーバリエーションでお気に入りを見つけよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コールマン ジャパン株式会社（以下略：コールマン）は、来たる 2021年 3月よりアウトドアテ

イストの機能を搭載したマルチユースなロングセラー製品、「WALKERシリーズ」（全 14種）を

リニューアルし、発売いたします。 

 

■2021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！ 

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（「ネイビー」、「レッド」、「ボタニカル」）

を新たに追加しています。 

 

 

 

 

 

 

「ウォーカー33」、「ウォーカー25」、「ウォーカー15」は、シーズン限定カラーとして 2色（「デニムブルー」「ブラック/ピ

ンク」）を新たに追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

ネイビー レッド ボタニカル 

ブラック/ピンク 
デニムブルー 



  

 

■2020年「WALKER シリーズ」の最新モデル 

「ウォーカー 20」 

すっきりとしたフォルムで内部もいたってシンプルな、シングルコンパートメントバックパックです。 

背面は快適な背負い心地と通気性を感じられる 3D構造のメッシュバックパネルです。 

 

 

「ウォーカー スリングバック」 

自転車や街歩きなどアクティブなライフスタイルにぴったりなスリングバッグです。 

現代的な丸みのあるティアドロップ型で、見た目以上に収納性が高いです。ボトム部分の両サイドにDリングがあるため、ユーザ

ーのスタイルに合わせてどちらの肩にも下げれるよう調整可能になっています。 

 

 

 

 

 

 

「2ウェイカーゴトート」 

肩掛けと手提げどちらでも使える2Wayスタイルの大容量トートバックです。生地の間にパットが入っていて荷物が少なくてもし

っかりと自立するデザインのため、地面においても安心です。前面には3つのメッシュポケットが装備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

「ウォーカー サコッシュ」 

野外フェスやちょっとしたお出かけの際に便利なサコッシュです。 

アウトドアメーカーならではの機能として、テントロープの長さ調整に使用するメタル自在を採用して自身にぴったりのサイズ

感でご使用できます。 

 

背面は 3D 構造の 

メッシュバックパネル 

ジッパー付きインターメッシュ 

ポケット付き 

両サイドに D リングがあり、 

左右どちらからでもかけられる 

前面に 3 つのメッシュポケット付 メインコンパートメントはダブルスライダー

型 

自在金具での長さ調整 前面にメッシュのオープンポケット付き 

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。 

https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2021/2021-Coleman-walker.zip 

 

https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2021/2021-Coleman-walker.zip


  

 

＜製品仕様＞ 

 

 

製品名  ウォーカー33 

希望小売価格 税込7,480円 

品番 2000037703(ネイビー)、2000037704(レッド)、2000037707(ボタニカル)、2000036188（エバーグリーン）、

2000037708（デニムブルー）、2000036190（ブラックヘザー）、2000037709（ブラック/ピンク）、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、(ボタニカル、デニムブルー、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、(ボタニカル、デニムブルー、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 税込6,480円 

品番 2000037696 (ネイビー)、2000037697(レッド)、2000037700(ボタニカル)、2000036191（エバーグリーン）、

2000037701（デニムブルー）、2000036193（ブラックヘザー）、2000037702（ブラック/ピンク）、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、(ボタニカル、デニムブルー、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、(ボタニカル、デニムブルー、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20 

希望小売価格 税込5,480円 

品番 2000037716 (ブラック)、2000037712(ヘリンボーン)、2000037715(ブラックヘザー)、2000037710（ネイビー）、

2000037711（レッド）、2000038299（エバーグリーン）、2000037714（ボタニカル） 

●サイズ:約30(W)×45(H)×15(D)cm ●重量:約455g、(ヘリンボーン、ボタニカル)約490g●素材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリン

ボーン、ボタニカル)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 税込4,780円 

品番 2000037689 (ネイビー)、2000037690(レッド)、2000037693(ボタニカル)、2000036194（エバーグリーン）、

2000037694（デニムブルー）、2000036196（ブラックヘザー）、2000037695（ブラック/ピンク）、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、(ボタニカル、デニムブルー、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、(ボタニカル、デニムブルー、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 ウォーカーサコッシュ 

希望小売価格 税込2,530円 

品番 2000037752（ブラック）、2000037748（ヘリンボーン）、2000037746（ネイビー）、2000037750（ボタニカル）、

2000036248（エバーグリーン）、2000037747（レッド）、2000036250（ブラックヘザー） 

●サイズ:約26(W)×19(H)cm ●重量:約95g、(ボタニカル、ヘリンボーン)約100g ● 素材:ナイロン/ポリエステル、(ボタニカル、ヘ

リンボーン)ポリエステル ●容量:約1.5L 

 

 

 

製品名  ウォーカーバナナショルダー 

希望小売価格 税込4,980円 

品番 2000036216（ブラック）、2000036217（ヘリンボーン）、2000037758（ネイビー）、2000036220（エバーグリーン）、

2000037762（ボタニカル）、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、ボタニカル)約 235g ●素 材:ナ

イロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ボタニカル) ポリエステル ●容量:約 7L 

 

 

 

製品名  ウォーカーウエスト 5 

希望小売価格 税込3,980円 

品番 2000036230（ブラック）、2000036231（ヘリンボーン）、2000037769（レッド）、2000037768（ネイビー）、2000036234

（エバーグリーン）、2000037772（ボタニカル）、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、ブラックヘザー、ボタニカル)約 255g ●素材:ナイロン/ポリ

エステル、(ヘリンボーン、ボタニカル)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 税込2,990円 

品番 2000036223（ブラック）、2000036224（ヘリンボーン）、2000037764（レッド）、2000037763（ネイビー）、2000036227

（エバーグリーン）、2000037767（ボタニカル）、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、ボタニカル)約 165g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリン

ボーン、ボタニカル)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 税込3,780円 

品番 2000036197（エバーグリーン）、2000037735（レッド）、2000036199（ブラックヘザー）、2000037734（ネイビー）、

2000032876（ブラック）、2000032878（ヘリンボーン）、20000337738（ボタニカル） 

●サイズ:約 24(W)×15(H)×7(D)cm ●重量:約 270g、(ブラックヘザー)約 275g、(ボタニカル、ヘリンボーン)約 285g ●素材:ナイ

ロン/ポリエステル、(ボタニカル、ヘリンボーン)ポリエステル ●容量:約 2L 



  

 

 

 

 

 

製品名  ウォーカースリングバック 

希望小売価格 税込3,850円 

品番 2000036200（エバーグリーン）、2000037740（レッド）、2000036202（ブラックヘザー）、2000037739（ネイビー）、

2000032894（ブラック）、2000032896（ヘリンボーン）、2000037743（ボタニカル） 

●サイズ:約 23(W)×37(H)×15(D)cm ●重量:約 265g、(ボタニカル、ヘリンボーン)約 285g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ボタ

ニカル、ヘリンボーン)ポリエステル ●容量:約 6.5L 

 

 

製品名  クールショルダー MD 

希望小売価格 税込5,980円 

品番 2000036203（エバーグリーン）、2000037717（ネイビー）、2000036205（ブラックヘザー）、2000037721（ボタニカ

ル）、2000032902（ブラック）、2000032904（ヘリンボーン） 

●サイズ:約 32(W)×23(H)×12(D)cm ●重量:約 365g、(ブラックヘザー)約 385g、(ヘリンボーン、ボタニカル)約 400g ●素材:ナイ

ロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ボタニカル)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 税込4,980円 

品番 2000036206（エバーグリーン）、2000037729（ネイビー）、2000036208（ブラックヘザー）、2000037733（ボタニカ

ル）、2000032918（ブラック）、2000032920（ヘリンボーン） 

●サイズ:約 32(W)×40(H)×13(D)cm ●重量:約 400g、(ブラックヘザー)約 405g、(ヘリンボーン、ボタニカル)約 430g ●素材:ナイ

ロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ボタニカル)ポリエステル ●容量:約 21L 

 製品名 2WAYカーゴトート 

希望小売価格 税込5,480円 

品番 2000038300（エバーグリーン）、2000037726（ボタニカル）、2000037727（ブラックヘザー）、2000037722（ネイビ

ー）、2000037728（ブラック）、2000037724（ヘリンボーン） 

●サイズ:約56(W)×35(H)×18(D)cm ●重量:約465g、(ヘリンボーン、ボタニカル)約510g ●素材:ナイロン/ポリエステル、(ヘリン

ボーン、ボタニカル)ポリエステル ●容量:約31L 

 

 

製品名  キューブ 

希望小売価格 税込2,990円 

品番 2000036209（エバーグリーン）、2000037754（レッド）、2000036212（ブラックヘザー）、2000037753（ネイビー）、

2000032926（ブラック）、2000032928（ヘリンボーン）、2000037757（ボタニカル） 

●サイズ:約 13(W)×17(H)×6(D)cm ●重量:約 140g、(ブラックヘザー)約 145g、(ヘリンボーン、ボタニカル)約 150g ●素材:ナイ

ロン/ポリエステル、(ヘリンボーン、ボタニカル)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®、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：230 名（2021 年 1 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、野口 

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 

http://www.coleman.co.jp/about/press/
mailto:coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp
http://www.coleman.co.jp/

