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14:30～15:30

15:30～15:50

【会場】 沖美ふれあいセンター
開会式

里海の研究発表

大会説明

会場案内・アクセス 

◎大会受付・大会スタート・閉会式

　【会場】サンビーチおきみ
◎開会式・環境シンポジウム・前夜祭

　【会場】沖美ふれあいセンター

14:10～14:30

14:00～14:10

瀬戸内海

み
き
お

入鹿明神社

大会受付、
大会スタート、
閉会式

※カヌーやバイク等の搬出入時以外は
　車両は会場に進入できません。
※車両は第1・第2駐車場に駐車してください。

第2駐車場

第1
駐車場

P

P

⬅ 沖美ふれあいセンター方面
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自転車
置き場

大会受付

サンビーチ
おきみ

カヤック
置き場 美能漁港

沖美ふれあい
センター

美能胡子
神社

鶴原砲台跡

RCC沖美
ラジオ送信所

開会式、
環境シンポジウム、
前夜祭
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36

サンビーチおきみ方面⬇

基調講演
「世界に誇るWONDER SEA 瀬戸内海の魅力」

「江田島市におけるスカシカシパンの分布と環境条件」

広島県江田島市沖美町是長1433-2　
・広島呉道路「呉IC」から車で約60分
・広島港（宇品）→フェリー約40分「三高港」下船、車で約15分

広島県江田島市沖美町美能833-5　【TEL】0823-47-1000
・広島呉道路「呉IC」から車で約60分
・広島港（宇品）→フェリー約40分「三高港」下船、車で約6分

主催／江田島SEA TO SUMMIT® 実行委員会
後援／観光庁、スポーツ庁、環境省中国四国地方環境事務所、ジャパンエコトラック推進協議会、
　　　広島県、江田島市

瀬戸内海の島々が美しい爽快なカヤックコースと、海沿いを走る自転車コースが魅力の大会。
ハイクでは歴史の残る砲台山頂上を目指します。

多島美を楽しむカヤックが爽快！

江田島
E T A J I M A

広島県江田島市（モンベルフレンドアイランド江田島）

環境シンポジウム環境シンポジウム 参加無料どなたでもご参加
いただけます。6月15日●土

15

［お問い合わせ］
SEA TO SUMMIT® 連絡協議会 事務局 （株式会社モンベル 広報部内）
TEL 06-7670-3186   FAX 06-6531-5536   〒550-0013  大阪市西区新町2-2-2

オフィシャルウェブサイト

https://www.seatosummit.jp/ ※「SEA TO SUMMIT / シートゥーサミット」は株式会社モンベルの登録商標です。

オフィシャルウェブサイト　
https://www.seatosummit.jp/

大会プログラム

環境スポーツイベント シー トゥー サミット®22222222200000000111111111111111119999999999999999999999

6/ ・16 広島県

SAT SUN

大会関係者が集まり、交流を深める前夜祭を開催します。

ウェルカムパーティーを開催します！

カヤックに乗ってみよう！

【お問い合せ】 江田島カヌークラブ 玉山 ☎ 090-6483-4725

「江田島SEA TO SUMMIT®」の開催に合わせて、カヤックの体験会
を開催します。どなたでも参加できるので、この機会にぜひチャレンジし
てみてください。 ※海に入れる服装でお越しください。

■日時／6月16日　
■場所／サンビーチおきみ

■受付／10:00～12:00 ※当日会場にて

■料金／¥500（傷害保険料含む） 

■日時／6月15日　　16:00～17:30
■会場／沖美ふれあいセンター ■料金／¥2000

土

※事前予約制　※食事飲み物代込み

清水 則雄  Norio Shimizu

広島大学総合博物館准教授

大柿中学校 科学部  
さとうみ科学館や大学等との連携した活動を通して、市内の小学生等に科学の楽
しさや興味・関心を高め、地域に広める部活動をする傍ら、江田島という海に囲まれ
た自然を生かした科学研究等に取り組む部活動を行っている。平成30年度に第
62回広島県科学賞に入選している。

世界自然遺産屋久島の隣、緑の火山島口永良部島にて7年間「陸に上がった魚ヨダレカケ」
の生態を研究。2006年に広島大学総合博物館の開設に携わり、現在に至る。瀬戸内海や
地域の河川で生物相、生態研究し、近年は国の特別天然記念物オオサンショウウオの調査
研究を行うとともに、地域の生き物を「展示物」とみなして地域をまるごと博物館とする「賀茂
台地エコミュージアム」を提唱。生物の保全と地域の活性化の両立を目指している。



SEA TO SUMMIT®
連絡協議会理事長
モンベルグループ代表

辰野 勇

江田島市長

明岳 周作

江田島SEA TO SUMMIT®
実行委員会 実行委員長

伊藤 富美雄

　「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®（シー トゥー サミット）」は、関係各位の協力のもとに第6回目を開催する運びとなりました。
美しい瀬戸内の自然を舞台に、全国からアウトドアスポーツを愛好する人々が集います。それぞれのペースでタイムを競う
ことなく、かけがえのない大自然の循環を肌で感じながら、カヤック・自転車・登山の人力のみの手段で、江田島市の魅力
を味わう大会が繰り広げられます。
　自然の循環を感じる環境スポーツイベントとして始まった「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®」。そのコンセプトをもとに、365日いつ
でも快適な旅やアクティビティを楽しめるエコツーリズムの形として「ジャパンエコトラック」を全国各地に向けて提案して
いきます。「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®」にご参加いただいた後にも、ぜひまた江田島市を訪れていただき、四季折々の魅力を
感じていただきたいと思います。
　海・里・山 ̶̶。
　「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®」で人力だけで海から頂上を目指し、大自然を全身で感じながら汗をかき、人と自然の関わり方
の在るべき姿を改めて考える、そんな時間を皆さんと共有したいと思います。

～ようこそ「ワクワクできる島 えたじま」へ～
　「江田島 SEA TO SUMMIT® 2019」に江田島市内はもとより、全国から御参加いただきました選手の皆さま、ようこそお越し
くださいました。江田島市民を代表して心から歓迎申し上げます。昨年７月豪雨災害からの復旧に際しましては、全国の皆様から
心温まる御支援と御厚情を賜り、深く感謝申し上げます。本大会のサイクリング、ハイクのコースの一部も被害を受け、今なお復
旧中ですが、美しい瀬戸内の海と豊かな自然を取り戻すため、一日も早い復旧・復興を目指してまいります。
　さて，瀬戸内海の温暖な地域にある本市は，明治21年に旧海軍兵学校が移転して以来、「海軍兵学校の島」として全国に知
られた島ですが，瀬戸内の穏やかな気候にも恵まれ，カヤック、サイクリング、トレッキングなどアウトドアを一年中楽しむことができる
場所でもあります。
　穏やかな瀬戸内海を舞台とした「江田島 SEA TO SUMMIT® 2019」は、どのステージでも潮風を感じることができ、江田島の
海と自然を堪能していただけるものと思います。中でも、海のステージとなる沖美海岸は眼前に世界遺産“厳島（宮島）”を望み、
穏やかな波の音と見渡す限りの海原を堪能でき、贅沢な気分を味わうことができるでしょう。
　結びに、本大会の開催にあたり、御尽力をいただきました大会関係者の皆様に深くお礼を申し上げますとともに、選手の皆さま
の御健闘と、有意義な江田島体験となることを祈念いたしまして、歓迎の御挨拶といたします。

～瀬戸内の魅力を楽しんで～
　「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®2019」に御参加いただき、心からお礼申し上げます。昨年7月に発生した豪雨災害か
らの復旧に際しては、全国の皆様から心温まる御支援を賜り、重ねてお礼申し上げます。
　江田島市は、広島市から南へ船で30分ほどの距離にある、四方を穏やかな瀬戸内海に囲まれた自然豊かな島です。
美しい海と自然は、我々市民にとっての誇りでもあり、自慢でもあります。この自然環境を後世に引き継ぐだけではなく、多
くの方に知っていただき、楽しんでいただきたいと願っています。
　大会当日には、メイン会場の「サンビーチおきみ」で、市内の特産品の販売や、カヤック・竹細工の体験コーナーなども
開催しますので、競技以外でも、瀬戸内の魅力を楽しんでいただければと思います。
　最後に、選手の皆様の御活躍と、大会運営の無事を祈念いたしまして、実行委員長の挨拶とさせていただきます。

江田島 SEA TO SUMMIT®2019 大会に寄せて
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江田島  SEA TO SUMMIT® 2019
開 催 要 項

主　　催 江田島SEA TO SUMMIT®実行委員会（事務局／江田島市役所）

後　　援 観光庁、スポーツ庁、環境省中国四国地方環境事務所、ジャパンエコトラック推進協議会、広島県、
江田島市

協　　賛 教えて！「かくれ脱水」委員会、日本ゴア株式会社、大山ハム株式会社、ナイトアイズ、日本航空株式会社、Be Protected Everyday、
株式会社ビクセン、プロトレック、株式会社むそう商事、アリスト販売株式会社、株式会社ヤマップ、アゾロ、アドベンチャー・テクノロジー、
バイオライト、フォッジルズ、ガーバー、グレイル、ヘリノックス、ヒューマンギア、ジェットボイル、クピルカ、NRS、パーセプション、
ラフウェア、トランゴ、ライオット、オタフクソース株式会社、大柿産業、瀬戸内シーライン株式会社、全農グリーンリソース株式会社、
中国化薬株式会社、坪希旅館、株式会社にしき堂、株式会社広島ヤンマー商事、株式会社堀栄企画、江田島市観光協会、
江田島市商工会、医療法人社団吉田会吉田病院

2019年6月15日　ｰ 6月16日●土 ●日大会期日

定　　員 先着300名（募集人数に達し次第、受付を終了します）

［シングルの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,340）
［チームの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,340）×人数
［市民割引・学生割引（大学生まで）］ 税抜き料金￥5,500（税込¥5,940）×人数
［パラチャレンジの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,340）×人数（健常者や伴走者を含めた総人数）
※参加費には［環境保全協力金¥500］を含む

参  加  費

制限時間 ●11:00までにハイクスタート（約33km地点）
●12:00までに砲台山山頂に到着すること
※詳しくは次ページの地図をご覧ください。

会　　場 6月15日　サンビーチおきみ（大会受付）、沖美ふれあいセンター（開会式・環境シンポジウム/雨天決行）
6月16日　サンビーチおきみ（スタート・閉会式・抽選会／雨天決行）
　　　　 【海のステージ（カヤック）】サンビーチおきみ→小黒神島→サンビーチおきみ（約10km）
　　　　 【里のステージ（ 自転車 ）】サンビーチおきみ→（西回り）→能美市民センター→サンビーチおきみ（約23km）
　　　　 【山のステージ（ ハイク ）】サンビーチおきみ→砲台山頂上（約5km）

参加資格 ●シングルの部：高校生以上　チームの部：中学生以上
●健康な方で、参加者全員分のカヤック装備（パドル・ライフジャケット・フラッグの装着を含む／SUPの場合リーシュ
　コード必須）、自転車装備（ヘルメットを含む）、水分補給のための給水用装備（ハイドレーション･システムなど）を
　用意できる方
●大会事務局より大会参加承認を受けた方
※病弱、心臓に障害のある方は参加できません。
※高校生以下の参加には保護者の同意が必要です。
※年齢は大会当日を基準とします。

日　　程 6月16日6月15日●土

【会場】 サンビーチおきみ

【会場】 沖美ふれあいセンター

●日

【会場】 サンビーチおきみ

12:00～13:30

14:00～14:10
14:10～15:30
15:30～15:50
16:00～17:30

開会式
環境シンポジウム（→詳細P.8）
大会説明
ウェルカムパーティー（交流会）

6:00～6:30

6:50～7:00
7:00～

カヤック・自転車搬入
登山装備預かり
開会式
大会スタート

【会場】 サンビーチおきみ

10:00～
14:00～
15:30

閉会式場オープン
閉会式・参加者集合写真撮影
終了

大会受付
カヤック・自転車搬入

※受付をお済ませの上、搬入したカヤック、自転車にゼッケンを
　装着してください。
◆ビーチクリーンアップ
　12:00～13:30にサンビーチおきみの砂浜の清掃を行います。
　ご協力をお願いいたします。

※天候およびコースの状況により変更になる場合があります。

株式会社モンベル、マツダ株式会社特別協賛



【応援目安時間】 9：30ｰ12：00

【応援目安時間】 7：00ｰ11：00

【応援目安時間】 8：00ｰ10：30

砲台山頂上
（大会フィニッシュ地点）

34°22′41"N　132°39′83"E

サンビーチおきみ
（大会スタート地点）

34°22′43"N　132°38′81"E

P

江田島市役所
能美市民センター
（中継チェックポイント）

34°22′29"N　132°44′37"E

江田島 SEA TO SUMMIT® 2019　コース全体図

エイド
ステーション 駐車場 P

トイレ

応援
ポイント

チェック
ポイント

自転車メンバー
交代可能地点

※天候およびコースの状況により変更になる場合があります

6月16日日 大会コースとチェックポイントのご案内です。応援ポイントなども
ご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。

路上駐車、自動車による自転車との併
走は他の方のご迷惑となりますので、
ご遠慮ください。各応援ポイントの最寄
りの駐車場　  をご利用ください。

【応援サポーターの方へ】
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瀬　戸　内　海

広  島  湾

呉市役所

呉市

約10km 約23km 約5km

海のステージ
（カヤック）

里のステージ
（自転車）

山のステージ
（ハイク）コースや主要ポイントを網羅した大会専用地図が、YAMAPアプリにて無料でご利用いただけます。

※事前にYAMAPアプリをダウンロードし、会員登録のうえ、ご利用ください。

江田島大会のコースマップ （協力 ： 株式会社ヤマップ）

https://yamap.co.jp/map/8066
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江田島 SEA TO SUMMIT® 2019　協賛団体 (順不同）

全農グリーンリソース株式会社
http://www.zgr.jp/

『農業に貢献する様 な々資源を提供する』会社です。港湾
での肥料・肥料原料・カオリン等の入津から、保管・包装・
輸送までの業務および、肥料・農薬や諸資材の輸出入業
務を行っています。

https://nisikido.co.jp/
もちもち感が美味しい「生もみじ」、伝統の味の「もみじ饅
頭」、広島産ハッサク・レモンを使った「せとこまち」、「広島レ
モン姫」。にしき堂は「江田島SEA TO SUMMIT®2019」
をお菓子を通じて応援します。

各種看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、バス広告、電柱広
告、車両サイン、ステッカー・シール類、電光表示機、テン
ト工事など、企画・製作・施工いたします。広島県及び広
島市屋外広告業登録業者です。

瀬戸内シーライン株式会社
http://setonaikaikisen.co.jp/sealine/
広島～江田島三高・広島～江田島小用・広島～江田島
中町・広島～宮島・呉～江田島小用。各航路運航中。お
得な1日乗り放題「1日フリーパス」をご利用ください。

坪希旅館
http://www.tsubokiryokan.com/

創業120余年。四季に応じた新鮮な山海の幸をご賞味
いただける料理旅館として、島内、広島周辺はもとより、
広く全国のお客様に愛されております。完全予約制でお
食事のみでもお楽しみいただけます。

オタフクソース株式会社
https://www.otafuku.co.jp/

お好みソース、焼そばソース、たこ焼ソースをはじめ様々な
調味料を製造販売しております。お好み焼文化の普及に
努め、食を通じて皆様の健康と豊かさと和に貢献します。

http://www.hiroshima-yanmar.co.jp/
昭和21年創業以来、広島県のヤンマー特約店として、
舶用・海洋設備の販売・修理を通じ、お客様のニーズに
お応えしています。今回、広島特産の牡蠣を利用した
ティーバッグタイプの「だし」を通じ大会を応援しています。

【協力団体】
江田島カヌークラブ、NPO法人江田島市ス
ポーツ振興協議会、長浜カヌークラブ、江田島
シーサポート、海楽クラブ、モクプ二パドリング
クラブ、NPO法人沖美町地域再生会議、沖ま
ちづくり協議会、沖漁業協同組合、美能漁業
協同組合、玉津サイクル、江田島トレッキング
倶楽部（順不同）

【実行委員会】
江田島市スポーツ推進委員協議会、江田島
市体育協会、江田島市消防団、江田島市交
通安全協会、江田島市観光協会、江田島市
商工会、江田島市自治会連合会、江田島市
女性会連合会、江田島市公衆衛生推進協議
会、株式会社モンベル、江田島市（順不同）

中国化薬株式会社
http://www.chugokukayaku.co.jp/

原料爆薬、防衛火工品、産業化薬品、化学製品、医薬
品分野において常に高度な技術でお客さまのニーズに
お応えしています。

株式会社にしき堂

株式会社堀栄企画株式会社広島ヤンマー商事

パーセプション
https://www.canoeing.jp/

1976年、アメリカを代表するカヤックデザイナー、ビル・マス
ターによって創業。「パフォーマンス」＆「コンフォート」というコ
ンセプトのもと、より楽しむことを前提に冒険心を随所に盛り
込んだカヤッキング、それがパーセプションのスタイルです。

ライオット
https://www.canoeing.jp/

1996年、カナダ・モントリオールで生まれたカヤックブランド。
ツーリングカヤックからホワイトウォーターカヤックまで幅広く展
開し、さまざまなフィールドでパドラーをサポートしています。

ラフウェア
https://www.ruffwear.jp/

人と犬が一緒にアウトドアを楽しむための犬用アウトドア・ブ
ランド。品質、機能性、そして安全性を備えた商品は愛犬家
にとどまらず、災害救助犬の現場からも高い評価を受けて
います。

株式会社モンベル
https://www.montbell.jp/

総合アウトドア用品メーカー。「FUNCTION IS BEAUTY（機能美）」
「LIGHT & FAST®」をコンセプトに、高機能な登山用品、アウトドア用品
の開発・製造・卸・販売を行っています。

マツダ株式会社
https://www.mazda.co.jp/

私たちマツダは、人々に人生の輝きを提供し、地域・社会との共存に挑戦し
続けます。技術開発長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
2030」に基づき、「地球」「社会」「人」とクルマが共存する世界の実現を目指
し、「走る歓び」にあふれたカーライフを通じて、お客さまの人生をより豊かにし、
お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指していきます。

大山ハム株式会社
http://www.daisenham.co.jp/

2013年ドイツ農業協会（DLG）主催国際品質競技会金賞
受賞の「カントリーロースト（スライス）」を中心に、丹念に造り
上げたハム・ソーセージ・ベーコンを食卓にお届けします。

ビクセンは60年以上にわたって、双眼鏡、天体望遠鏡、
ルーペなどを製造している光学機器のメーカーです。レンズ
越しに広がる美しい星空や、新しい眺めを、より多くの人に
楽しんでいただきたいと願っています。

「メダリスト」はクエン酸サイクルに基づき開発された、10年
以上の実績を誇る回復系飲料のロングセラー。1ℓに梅干
し約12個分のクエン酸とアミノ酸、ビタミン、ミネラルなど
40種類の成分を配合しています。

株式会社ビクセン
http://www.vixen.co.jp/

アリスト販売株式会社
http://www.arist.co.jp/

フィンランド生まれのクピルカは「小さなカップ」という意味を
持ち、自然と手になじむようにデザインされています。耐久・
耐熱性に優れ、お手入れも簡単。アウトドアに最適です。

ユニークかつ高品質の商品が世界中のクライマーから注
目を集めるクライミングブランド。カラビナなどのクライミング
用品を取り扱っています。

クピルカ
https://kupilka.fi/ja/

1972年に創業。「究極の実用性」をコンセプトに、快適性
や利便性を考えた製品を製造。インフレータブルSUPやパ
ドルなどを展開しています。

エヌアールエス
https://www.canoeing.jp/

トランゴ
http://www.trango.co.kr/

遊休地の有効活用は当社にお任せ！太陽光発電用地とし
て土地が活かせます。太陽光設備投資に興味がある方も
気軽にお電話ください。新築・増築・リフォームも承ります。

株式会社 大柿産業
https://ogakisangyo.co.jp/

医療法人社団 吉田会 吉田病院
http://www.yoshida-hospital.org/

医療法人社団吉田会吉田病院は「心のケア」を専門にし
ている病院です。広島湾に浮かぶ江田島の美しい海や緑
に囲まれた環境で、知識や経験豊富な医師やスタッフが心
を込めて皆様をサポートさせて頂きます。

アウトドアにおいて安全な水を素早く確保できる浄水ボトル
ブランドです。

ガーバー
https://www.gerbergear.com

グレイル
https://www.thegrayl.com

ガソリンなどの化石燃料を使わなくても、強力で安定した焚
き火ができ、さらに発電も可能という画期的なキャンピング・
ストーブを開発。ソーラーチャージャーやライティンググッズ
など、電気の力でアウトドアをもっと快適にします。

「ゴーバイト」や「ゴートゥーブ」など、アウトドアやトラベル・
シーンを快適にする、シリコーン製容器や、丈夫で軽量なカ
トラリー・シリーズなどユニークなアイテムを取りそろえた、ア
メリカ発のブランドです。

バイオライト
https://www.biolitestove.jp/

ヘリノックス
https://www.helinox.jp/

ヒューマンギア
http://www.humangear.com/

深刻な脱水状態の一歩手前を「かくれ脱水」と名づけ、脱
水に対する正しい知識と予防方法・対処方法を伝えてい
ます。私たちは、深刻な脱水状態を防ぐことで熱中症で搬
送される人をゼロにしたい。

耐久防水性、防風性、透湿性を併せ持つ機能性素材
GORE-TEXファブリクスの製造メーカー。GORE-TEXプ
ロダクトは、気候の変化から体を守り、アウドトアでの活動を
より快適なものにします。

教えて！ 「かくれ脱水」委員会
http://www.kakuredassui.jp/

日本ゴア株式会社
http://www.gore-tex.jp/

国内最大級の登山・アウトドアアプリ「YAMAP（ヤマッ
プ）」。コースや主要ポイントを網羅した大会専用地図が、
YAMAPアプリにて無料でご利用いただけます。ルート確
認や思い出の記録にご活用ください。

人間工学を追求したベントシャフトパドルのノウハウで特許
を持つパドルブランド。ホワイトウォーターからツーリングまで
幅広く展開しています。

アメリカで数多くの賞をおさめた、アウトドア用調理器具ブ
ランド「ジェットボイル」。保温クッカーと熱効率の高いストー
ブがセットになった、簡単便利・軽量・コンパクトな製品を生
み出しています。

株式会社ヤマップ
https://yamap.co.jp

革新的で高機能なマウンテニアリング・シューズを世界に
先駆けて生み出し、世界のアウトドア用フットウェアをリード
し続けているイタリアのフットウェアブランド。

アゾロ
https://www.asolo.jp.net/

“Think flat. Pack flat.”をブランドコンセプトに軽量・コン
パクトな折りたたみ式食器（カップ、ディッシュ、ボウル）を開
発しています。

フォッジルズ
https://www.fozzils.com/アドベンチャー・テクノロジー

https://www.canoeing.jp/

ジェットボイル
https://www.jetboil.jp/

いかなる状況下でも、すばやく自然を感知する本格アウトド
アギアとしてのユーザビリティを追求し、常に進化を続ける
時計ブランドです。さまざまなフィールドへの挑戦をプロト
レックがサポートします。

オーガニック食品・原材料の輸入卸売業。サクッと歯ごたえ
の良い玄米パフとナッツにドライフルーツの酸味がクセに
なる美味しさ「オーガニックフルーツ＆ナッツバー」を提供し
ています。

プロトレック
http://protrek.jp/

株式会社むそう商事
http://www.muso-intl.co.jp/taste_of_nature.php

ナイトアイズ

｢世界で一番お客さまに選ばれ、愛される航空会社｣を目指
し、一人一人のお客さまへのおもてなしの心を大切に、世界
に先駆けた挑戦を重ね、常に新しい価値を創造しています。

日本航空株式会社
https://www.jal.com/ja/

“香りを楽しむ虫よけ”　天然由来の虫よけに消臭効果とフ
レグランスをプラス。日本製でディート不使用。子供から大人
まで安心してお使いいただけるオールインワンスプレーです。

http://cmoon.biz/ロッキーマウンテンの麓、コロラド州ボールダーで1989年
の創業以来、日常生活からアウトドアまで、よりシンプルに、よ
り安全に、そして少しでも皆が楽しくなるような商品を開発し
続けています。

http://cmoon.biz/ Be Protected Everyday

アメリカ・オレゴン州ポートランド生まれ。フォールディング
ナイフからマルチツールまで幅広い種類のナイフを製造し
ています。

優れた強度と柔軟性を持つアルミニウムポールを採用した
超軽量・コンパクトなチェアやテーブル、コットなど、革新的
なアイテムを生み出すアウトドア・ファーニチャーのブランド
です。




