






























Natural Forest 45ml Garden Party 45ml Pure Soap 45ml

Natural Forest 135ml Garden Party 135ml Pure Soap 135ml

Natural Forest 240ml Garden Party 240ml

¥800+ 税 ¥800+ 税¥800+ 税

¥1,500+ 税

¥2,500+ 税

¥1,500+ 税

¥2,500+ 税

¥1,500+ 税

ポケットやポーチにも入る、持ち運びに便利なミニサイズ。
本体サイズ :32×32×113mm 内容量 :45ml ( 約 500 回スプレーできます。)

屋外でも屋内でも使いやすい大きめサイズ。

本体サイズ :41×41×170mm 内容量 :135ml ( 約 900 回スプレーできます。)

たっぷり使える大容量。広範囲に噴霧しやすいトリガータイプ。

本体サイズ :50×73×220mm 内容量 :240ml ( 約 900 回スプレーできます。)

1
ナチュラル•フォレスト

虫除け•消臭の効き目はそのままに、香りを抑えた
微香料。ペパーミント、セダーウッド、ラベンダー
を主とした、自然の森を感じさせるハーブミックス
の香り。

2
ガーデン•パーティー

高級感漂う繊細なローズの優雅で上品な香りを
イメージ。バラのエッセンスをベースに、
フリージアとジャスミンをブレンドした、
フレッシュフローラルの香り。

3
ピュア•ソープ

フレッシュで爽やかな香りをイメージ。
お風呂上がりのようなふんわりとやさしい匂いで、
香水が苦手な方でも使いやすいさわやかな石鹸の
香り。

BPE什器
什器サイズ：24.5×23.7×24.5"

45ml×各 5本、135ml×各 4本ご注文で、こちらの什器と
各香りのテスターをおつけします。こちらはイメージ画像
ですので、各店舗で香りをお選びください。
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リフレクト ボトル
18oz ¥3,500+ 税
27oz ¥3,800+ 税
・本体材質：18-8 ステンレス
・18oz サイズ：17.5cm×7.3cm
・27oz サイズ：23.3cm×7.3cm
・18oz 重量：128g
・27oz 重量：167g
・18oz 容量：532ml
・27oz 容量：800ml

27oz ブラッシュ 27oz ミラー18oz ミラー18oz ブラッシュ

インスレートリフレクトボトル 20oz
¥4,800+ 税
・容量：20oz(592ml)
NO ペイント・NOプラスチックを同時に実現した
Klean Kanteen を象徴するリフレクトボトルに待望の
保冷対応ボトルが登場。キャップにデザインされた
バンブートップが印象的です。

ブラッシュ ミラー

NOペイント、NOプラスチックを同時に実現した
KleanKanteen を象徴するボトルです。マットな
仕上がりのブラッシュ、鏡のように鮮やかさを備えた
ミラータイプの 2タイプ仕上げ。キャップにデザインされた
バンブートップが印象的です。

※こちらのモデルは保冷のみとなりますので、
ご注意ください。

24 時間保冷
40時間保冷

TKPro 1L
¥6,000+ 税

ステンレスループキャップ
¥800+ 税

ワイドボトルに標準装備されているポリプロピレン製の
交換、予備用キャップです。

カフェキャップ 2.0 用メンテナンスキット
¥800+ 税

・キット内容 /ワイド用パッキン、専用パッキン、
専用スティック※カフェキャップ 1.0 には使用できません。

・材質：ポリプロピレン（内側：18/8 ステンレス）
・重量：62g

カフェキャップ 2.0 用のメンテナンスキットです。
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シェールブラックシルバー

Stainless Steel Cup and Cap
ダブルウォール構造のカップ。少しのひねりで注げる
ボアスルーテクノロジーを採用したキャップ。

Formulated
人体と環境の健康を第一に

More Durable
従来のカラーボトルの塗装の
4倍の耐久性

TKPro
TKPro は、KleanKanteen の製品で最も保温保冷能力の高いモデルです。プラスチックフリーで、
ステンレスボディーは非常に美しく、丈夫です。
キャップは、少しのひねりで注げるポアスルーテクノロジーを採用しており、360 °どの位置
からでも注ぐことが可能です。カップは、ステンレス製のダブルウォール構造で温かいお飲物
でも、冷たい飲み物でも注いで飲むことができます。
この TKPro を持ち歩いて、いつでもどこでも、水やコーヒー、カクテル、その他お好きなお飲物を、
冷たく温かい状態でお楽しみください。

Features
・Climate Lock ダブルウォールの真空断熱構造により、温かいお飲物は高温に保ち、冷たいお飲物は
低温に保ちます。
・プラスチックは一切不使用
・18/8 ステンレスとシリコーンのみの構造
・ダブルウォール構造のステンレスカップ
・内側は電解研磨が施こされ、有害な製造工程はなく、臭い移りももしずらく、お手入れも簡単です。
・Klean Coat 従来のパウダーコートと比べ 4倍の強度で、従来の塗装と変わらず人と環境を第一に
考えた成分を使用 ( シェールブラック )

Klean Coat

・サイズ：H318mm×W87.5mm
・カップ容量：305m
・重量：736g

85℃以上 (6 時間 ) 保温 6℃以上 (6 時間 ) 保冷

TKPro 0.75L
¥5,400+ 税

・サイズ：H260mm×W87.5mm
・カップ容量：305m
・重量：620g

TKPro 0.5L
¥4,800+ 税

・サイズ：H260mm×W74.7mm
・カップ容量：216m
・重量：520g

82℃以上 (6 時間 ) 保温 6℃以下 (6 時間 ) 保冷 79℃以上 (6 時間 ) 保温 6℃以下 (6 時間 ) 保冷

シェールブラックシルバー シェールブラックシルバー
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