
ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ
テントスペースもリビングスペースもゆったり 超大型サイズの2ルームテント

製 品 仕 様

Coleman Master Series 最高峰のクラフトマンシップ
■テント内の空気を循環させるベンチレーションシステム フロント・リアドア、
ルーフ、サイド、インナーテントに広くメッシュを配置

製品名 コールマン コクーンⅡ

レンタル料 7000円/泊

人数の目安 4-6人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約670（奥行き）×400（幅）×220（高さ）cm
●インナーサイズ:約360×240×195（h）cm

ルーフ、サイド、インナーテントに広くメッシュを配置
■天井中央部のファスナーの開閉で、ベンチレーションと採光の調整が可能
■明かり取り用の、クリアルーフフライを装備
■サイドウォールを使用することで、キャノピーを有効活用
■インナーテントを取り外せば大きなスクリーンハウスとして使用可能
■雨の日などに、外の様子を見ることができる大型のクリアウィンドウを採用
■結露を軽減するルーフフライを標準装備
■ポールに巻き付けることにより、テント生地とポールの両方にテンションをか
けることができる ストームガードシステム
■テフロン®を使った撥水コーティング
■光の透過を防ぎ、温度上昇を軽減するカラーピグメントコーティング
●耐水圧:約3,000mm（フロア:約10,000mm）






ウェザーマスター ワイド2ルーム コーチ
スカイビューベンチレーション搭載 ゆったりサイズの2ルームハウス

製 品 仕 様

Coleman Master Series 最高峰のクラフトマンシップ

■テント内の空気を循環させるベンチレーションシステム フロント・リアドア、

製品名 コールマン コーチ

レンタル料 6500円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約610（奥行き）×365（幅）×205（高さ）cm
●インナーサ イズ:約330×220×185（h）cm 

■テント内の空気を循環させるベンチレーションシステム フロント・リアドア、
ルーフ、サイド、インナーテントに広くメッシュを配置
■高い剛性と建てやすさを実現した新構造
■採光用のクリアウィンドウ搭載
■テフロン®を使った撥水コーティング
■簡単設営、簡単撤収が可能な吊り下げ式インナーテント
■ルーフフライ標準装備
■キャノピーポール標準装備
●耐水圧:約3,000mm（フロア:約10,000mm）






ウェザーマスター ワイド2ルーム STD
ルーフフライシート標準装備 オールインワンの2ルームハウス

製 品 仕 様

Coleman Master Series 最高峰のクラフトマンシップ

■テント内の空気をスムーズに循環させるベンチレーションを装備

製品名 コールマン ワイド2ルームSTD

レンタル料 6000円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約565（奥行き）×335（幅）×200（高さ）cm
●インナーサイズ:約300×225×175（h）cm

■テント内の空気をスムーズに循環させるベンチレーションを装備
■出入りしやすい大型サイドドア
■テフロン®を使った撥水コーティング
■簡単設営、簡単撤収が可能な吊り下げ式インナーテント
■ルーフフライ標準装備

●耐水圧:約3,000mm（フロア:約10,000mm）






ウェザーマスター 4Sドームノトス/300
どんな環境でも快適に。信頼の４シーズン対応ドームテント

製 品 仕 様

Coleman Master Series 最高峰のクラフトマンシップ

■吊り下げ式により、雨の日でもインナーテントを濡らさずに撤収可能

製品名 コールマン 4Sドームノトス/300

レンタル料 5000円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約400（奥行き）×320（幅）×200（高さ）cm
●インナーサイズ:300x300x190(h) cm
●前室高さ:180㎝

■吊り下げ式により、雨の日でもインナーテントを濡らさずに撤収可能
■新開発のポールスリーブによる剛性の高い構造
■結露を防ぎ換気をよくするコットン混紡インナーテント
■アンダーベンチレーションの換気量を調整する新しいサークルベンチレーショ
ン
■耐久性を高めるPVCコーナー補強

●耐水圧:約3,000mm(フロア:約10,000mm)






ウェザーマスター 4S T.P.クレスト
2ルームとしても使用可能な4シーズン対応のティピー型テント

製 品 仕 様

Coleman Master Series 最高峰のクラフトマンシップ

フロント＆リアポールで広い空間を実現し2ルームとしても使用可能な4シーズン

製品名 コールマン 4S T.P.クレスト

レンタル料 5000円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約550（奥行き）×380（幅）×250（高さ）cm
●インナーサ イズ:約320×220×195（h）cm 

フロント＆リアポールで広い空間を実現し2ルームとしても使用可能な4シーズン
対応のティピー型テント。
■インナーテントを外してワイドリビングに
■広々空間で2ルームとしても使用可能
■前後の大型メッシュスクリーンとサークルベンチレーションで夏も涼しく
■スカート付きフライシートで寒い時期でもより暖かく
■前後のフロント&リアポールを利用した広々空間のインナーテント
■雨の日でも撤収がしやすい吊り下げ式インナー
■結露を防ぎ換気をよく するコットン混紡インナー
■グランドシート付き
●耐水圧:約3,000mm（フロア:約10,000mm）






コールマン トンネル2ルームハウス/LDX+
日光を90%ブロックし温度上昇を抑えてぐっすり睡眠

製 品 仕 様

ダークルームテクノロジーにより日光によるテント内の温度上昇を軽減させ、
暑さを和らげて快適にキャンプを楽しめます

製品名 コールマン トンネル2ルームハウス
/LDX+

レンタル料 5000円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約660（奥行き）×330（幅）×200（高さ）cm
●インナーサ イズ:約300×235×185（h）cm 

■必要に応じて、寝室に光や外気を取り入れることができるサイドウィンドウ
■ひさし機構で雨天時でも雨の侵入を防ぐためドアを閉めることなく、オープン
のまま快適に
■吊り下げ式インナーテントで雨の日の撤収も楽々
■強風でもびくともしないアルミ合金製メインポール
■スクリーンはメッシュを採用し、明るさ調節が可能
●耐水圧:約3,000mm(フロア:約2,000mm) 






コールマン IL トンネル2ルームハウス/LDX
コールマン×モンロによる新レーベル!ラージリビングスペースの2ルームテント

製 品 仕 様

コールマン×モンロによる新レーベル! 
トンネル型アルミメインポールとひさし機構で雨や強い日差しでも快適空間を実
現したラージリビングスペースの2ルームテント

製品名 コールマン トンネル2ルームハウス
/LDX（デニム）

レンタル料 4500円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約660（奥行き）×330（幅）×200（高さ）cm
●インナーサ イズ:約300×235×185（h）cm 

現したラージリビングスペースの2ルームテント
■4本のポールをスリーブに通すだけの簡単設営
■ひさし機構で雨天時でも雨の浸入を防ぐためドアを閉めることなくオープンの
まま通気良く快適に過ごせます
■ひさし機構で強い日差しからもプロテクト
■ひさし機構でリビングスペースを約30%アップ実現
■⾧さ約3.5mのラージリビングスペース
■大型ドアとメッシュスクリーンで暑い夏でも快適に
■吊り下げ式インナーテントで雨の日の撤収も楽々
●耐水圧:約2,000mm 






コールマン IL タフワイドドームIV 300
コールマン×モンロによる新レーベル!安心のタフドーム

製 品 仕 様

コールマン×モンロによる新レーベル!安心のタフドーム
居住性抜群のタフワイドドームテント
■1人でも簡単設営のアシストクリップ付き

製品名 コールマン ILタフワイドドームⅣ300

レンタル料 3500円/泊

人数の目安 4-5人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約500（奥行き）×300（幅）×185（高さ）cm
●インナーサ イズ:約300×300×185（h）cm 

■1人でも簡単設営のアシストクリップ付き
■サークルベンチレーション搭載
■オリジナルカラーキャノピーボール付き
■リフレクター機能付きロープ
■オリジナル柄

●耐水圧:約2,000mm（フロア:約2,000mm）






コールマン クラシックテント/300
愛らしいスタイルが魅力のクラシックテント

製 品 仕 様

コールマン アメリカンビンテージシリーズ

■70年代人気のテントをベースに開発

製品名 コールマン クラシックテント

レンタル料 5000円/泊

人数の目安 4人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約300（奥行き）×240（幅）×200（高さ）cm
●インナーサ イズ:約300×240×200（h）cm 

■70年代人気のテントをベースに開発
■空気が通りやすく、はっ水性のあるコットン混紡ポリエステル生地を使用
■湿気を完全に遮るPVC素材フロア
■設営しやすいシンプルなフレーム構造
■ロッジ型
●カラーが異なる場合がございます。






コールマン オアシステント
名作「オアシス」のリバイバルモデル

製 品 仕 様

コールマン アメリカンビンテージシリーズ

■名作オアシスのリバイバルモデル

製品名 コールマン オアシステント

レンタル料 5000円/泊

人数の目安 4人用

備考 芝生サイトのみレンタル可

●全体サイズ
約300（奥行き）×240（幅）×200（高さ）cm
●インナーサ イズ
約300×240×155/200(h)cm 

■名作オアシスのリバイバルモデル
■真夏でも涼しいコットン素材使用
■70年代の名作オアシスのリバイバルモデル
■3本ポールで簡単設営
■光を取り込めるメッシュウィンドウ装備

●耐水圧:約1,500mm(フロア:約2,000mm)





