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品番 2000031 568_manual 
品名 TOUGH DOME /2725·240 
サイズ l 82(W)X257(H)mm

撤収手順I Folding instructions I もHi11 全人1

1 すべてのロープを外し、内側にある面ファスナー、インナーテント固定ペグに掛けてあるループをすべて外して、フライシートを
インナーテントから完全に取り外し、下図のようにしてたたみます。
Take off 『opes and hook and loop fastene『s inside the fly sheet, and inner tent loops hitched on the pegs. 
Take off the fly sheet from the inner tent, and fold the fly sheet up as shown in the following figu『es.
旦モ呈王詈Xil7恒に只吐琴Oll烈セス1叫EilOI.!!.,OI Li 剋巨ユ習号碑Oll
包召芭早互暑旦旱Xiiフ柑吐季，晉2.fOI人1巨曇0同ユ習叫•召01習q手せ人12..

テント・ターブを濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、こ使用後はフライシート・インナーテントの汚れをよく落△ とし、十分乾かして から収納・保管してください。I If you stow the tent while it is still wet, its wate『-proof pe『fo『mance will 
I significantly dete『iorate. The『efore, please carefully clean the fly sheet and inne『 tent afte『 use and then fold and 

stow them after making sure that they have d『ied up.I剋巨叫叫互£1咄旦司呈型呂ぇH呈旦逍；；団皆令釦研立1響叩1オl�Llq
人f邑季OIIE晉叫·OI人1巨OIL-J剋巨(Ef竺£1召平，仝{!)OIi晉•き2.'/l量刈l7J;;に1吾邑•言I召杢人1をE卜号生世；；I� 人12..
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前後の屋根の四隅 (0印の箇所）を持ち、中央を折り込みながら半分にする。 両端を中へ折り込んで長方形にする。 長方形を更に中へ折リ込み、 1/4のサイズにたたむ。 キャリ ーバッグ
Pick up the 4 co『ne『s of fly sheet and fold In half. Fold both end s  lnw●『d to Fold It further Inward to make It a 1/4 size. C●『『y Bag 
望引ス1号叫 Lil 旦人国 (0丑人l芭早!;!)暑召ユ；；；哲号世2呈召合LI叫. make a rectangular shape. i'! A図習号世2呈図q人1 1/4 AfOI玉呈世三tiAl2. , 胆1 世

習芸晉呈 2!2呈唱Ol'IAf召習旦習01目刈•怜IAl2

2 ポ
ールをすべて外し、空気を逃がすためにフロン ト•バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広

げ四角形になった状態で、下図のようにしてたたみます。
Afte『 taking off the inne『 tent, sp『ead it on the ground. Open the bottom portions of the front and back ventilation doors. 
Afte『 the inne『 tent has been spread up on the g『ound in a squa『e shape, fold it up as shown in the following figu『es.
晉叫甚己1せOILi剋巨量豆1人1吾フ1フf叫Al丘旱丑邑旦，頃丘01.21 もt早量望q菩合Llct. 子I暑014天号習豆1人H2t習2呈世巨早I Ot2. 胆I
ユ吾対吾召合Llct.

享戸ー疇予ーごジー 一
五引亘

同様に後部ドア側とサイド面も全て同様に折リたたむ。
忍ぐ

コ ーナーをおさえながらメインポールの Follow th● same procedu『• to fold the back doo『 and side surfaces also. 
スリ ーブの端を持つてドア面をきれいに 召色皆"19.呈己IOi 王叶人IOI'=.叫旦巨人101三四邑咀.QtJAIQ.
伸ばして外側へ折りたたむ。 J 
While holding down the corne『s,
!old It outward. Make sure that the 

芦正輝i加 憂7 - <: 戸-五で芝シたたんだインナーテントを30cm程ずらすようにして縦にたたむ。 更に中へ折リ込み、1/4のサイズにたたむ。 ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたむ。
Slide It so that the low●『 portion becomes long● r than Fold ltlu『 ther Inward to make It a 1/4 size. Fold the side su『laces lnwa『d onto the doo『s.
the top portion by about 30 cm. Then fold it vertically. む已日包琴旦呈晉合qq-. ¼AIOl>S豆型合4q. 丘q昌吾俎.Q呈朴01三巴量臼琴.Q呈沓合LI叶．
OIL1剋巨21 丑叫召OI 30cm 召E え101,ド担旱祖合LI叶．

3 ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、本体を下図のように巻いて、キャリーバッグに収納して 完了です。
Fold all poles and put them back into the pole case. Roll up the fly sheet as shown in the figures below. 
Stow them into the ca『ry bag. 
晉cHe沓q人1晉•升IOl�OII湛ユ邑えll詈Of哺ユ吾叫召01召Of人1ヲH2.1世OIi壌£�人12.
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ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコ ー ド（ゴム）全体に均ーに、テンションがかかり、ショックコ ードの寿命を
延ばす事が出来ます。キャリーバッグに収納する際は、固く巻かないと入らない場合があります。△ When folding a pole, it is recommended that you start folding it in the middle as it will keep the tension even 

, th『oughout the shock cord (rubber) and allow it to last longer. If the inner tent is not 『oiled up tightly enough, it may 
• not fit into the storage bag. 

晉哺詈旦世国''"· 包フぽ淵I早Ej沓竺司コ計巴企ヨヨE(コ旱）召ぇ110!1丑望言閉I習011固因企ヨ豆E!?.I今�OI召q召L(叫．せせさ団I国XI笞竺巴令甘
升101仝OIi晉叶フfXI討告召早フf烈合LICf.

お問い合わせ先 コ ールマンカスタマーサー ビス： 0120-111-957受付時問：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 10:00-17:30 
Coleman Brands Pty Ltd AB 74 0 91 68119 5 Suite W2C1,75-8 5 O'Riordan Street , 

Sydney Corporate Park Alexand『ia NSW 2015 Australia Tel : +612 876 2 5000 
晋哩ヨ叫0日子包豆1人f人1醤里•皆人1召甘干•丘．社CH呈532包亘惜i's 2吾TEL. 1577-5932 www.coleman.co.kr 
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Model 2000031568 
2000031569 

TOUGH DOME /2725 

TOUGH DOME/240 
［タフドーム /2725·240]

[ Ei互吾/2725·240]

取扱い•組立て説明書
Handling and Assembly Instruction Manual 

季I己 ・ 王国彗習人1

□
」

この取扱い説明書は大切に保管してください。

Please keep this instruction manual with care for future reference. 

01 笞習人1 詈習旦世計凶人12.

この度はコ ールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うこざいました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで
ください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き整地してから設営してください。

Thank you for your pu『chase of the Coleman product. When setting up the tents o『 tarps, please choose an area 
whe『e drainage is good and the ground su『face is flat. Be sure to 『emove any 『ocks, tree branches, and othe『
objects and flatten any uneven surface befo『e installing the tents or ta『ps, as they could cause damage to the 
tents or tarps. 

X恒I晉刊Xii吾曾干図甜手A人1召朴酋qq, 省xi人間IE�H今フf習叫丘号習習担召仝詈せ国も怜」人12. 昏OILf Lf畏フに1吾邑Xii吾曾合社人It!
早2� フf烈Eクg□12.1刈l7i屯季含！えIもf�人12.
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」

1 組立・使用上の注意及び禁止事項

〇危険 この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想
定される内容を表しています。

●テント、タープ内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかす おそれがあります ので、絶対におや
めください。

●台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険です のでテント、タープの使用はおやめください。
●河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所にテント、タープを設営しないでください。

△注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物
的傷害の発生が想定される内容を表しています。

●キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
●無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
●テント、タープの設営の際はグローブを蒲用してください。
●ポールを伸ばす 際は各節を完全に差し込んでください。指を挟まないように注意してください。また、周囲に十分注意してくだ

さい。近くに人がいないことを確認してください。
●テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
●ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
●小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
●風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となり

ます。
●テント、タープ設営の際は水は1プが良く、できるだけ平ら な場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んで

ください。
●石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
●テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる

ことがあります。
●テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を

確認しておいてください。
●テント、タープから長時閻離れる場合は必す撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて

思わぬ事故の原因となります。
●結露について

テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されています ので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水
滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント、タープ内の換気を行うことで改善することができます。

1 収納•管理の注意

△注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物
的傷害の発生が想定される内容を表しています。

●使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから 収納、保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカピ発生の
原因となります。

●撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そ のまま放置しますと色移り
やカビ発生の原因となります。

●汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから 保管してください。
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
●ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
●本体、収納ケースは洗濯しないでください。
●幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

Precautions to be followed and prohibited acts while assembling the tents or ta『ps I 
�DANGER The following warnings must be paid attention to, as wrong assembling o『 use of 

the tents or ta『ps could lead to a severe injury or death. 

● Use of fire inside the tents or ta『ps is ext『emely dangerous and is strictly prohibited, as it could cause a 
life-th『eatening situation such as carbon monoxide poison. 

● Use of the tent and ta『p in inclement weathe『 such as typhoon, rain storm, thunder, etc. is dange『ous and 
should be avoided. 

● Avoid installing the tent and tarp on a sandbank in a river o『 under a cliff where there is a dange『 of flooding 
0『 falling 『ocks.

△ CAUTION The following cautiona『y notes must be followed during the assembling and 
use of the products, as wrong assembly o『 use could cause an accident 
involving bodily harm and/or p『operty damage. 

● Before departing for a campsite, please make sure all items and pa『ts are included in the package. 
● Use of excessive fo『ce could 『esult in damaged poles, tent, and tarp. 
● Put on gloves when installing the tent and ta『P・
● When extending the poles, be sure to inse『t each joint all the way. Please also be careful not to get your 

fingers caught. 
● When pitching the tent, please be careful to the broken poles and not to get hit by the poles snapping back. 
● When driving the pegs into the g『ound, please be ale『t not to hit your fingers. 
● Do not allow a small child to assemble the poles o『 hit the pegs into the g『ound.
● When the『e is st『ong wind, please do not set up the tent o『 tarp, as they could be blown away and cause an 

unexpected accident, break the poles, and damage the tent and tarp. 
● When setting up the tent and tarp, please choose an a『ea whe『e d『ainage is good and the ground su『face is 

flat. Please also make sure that the area chosen won't be affected by the wind too much. 
● Be SU『e to remove any rocks, tree branches, and othe『 objects and flatten any uneven surface before install

ing the tent, as they could cause damage to the tent. 
● Be SU『e to securely anchor the tent and tarp to the ground using the pegs and rope. Not doing so could lead 

to the tent and tarp blown away by the wind or allowing rainwater to accumulate to cause an unexpected 
accident. 

● The pegs that come standard in the p『oduct package may not be usable depending on the area that has been 
chosen for installing the tent and tarp. Please check the condition of the ground surface where you are 
planning on setting up the tent and tarp beforehand. 

● When you will be away from the tent and ta『p for an extended period of time, be su『e to take them down. Any 
sudden change in weathe『, gust, etc. could blow away the tent and tarp to possibly cause an unexpected 
accident. 

● Condensation 
As the fly sheet and tarp a『e waterp『oofed, wate『 droplets may eme『ge on the inner surface if there is a la『ge
difference in air tempe『ature between the inside and outside of the tent. It is not wate『 leakage, and such 
phenomenon can be improved by ventilation of the air inside the tent. 

Precautions for storage and management I 
△ CAUTION The following cautiona『y notes must be followed during the assembling and 

use of the products, as wrong assembly o『 use could cause an accident 
involving bodily harm and/or p『ope『ty damage. 

● After each use, please make sure that the tent has become sufficiently d『y befo『e storing. If the tent is stored 
while it is still wet, it could lead to discoloration and mold ge『mination.

● If you a『e unable to d『y the tent right after taking it down due to rain, etc., please dry it as soon as possible 
after 『etu『ning home. Leaving the tent wet for an extended period of time could lead to discoloration and 
mold ge『mination.

● If you need to remove any smudge on the tent, please wipe it off using a well-wrung cloth and let the a『ea d『y
befo『e storing. 

● Use of any o『ganic solvent such as a paint thinne『 and benzine could lead to discolo『ation, color alte『ation,
removal of p『inted items or 『esin finish. 

● If any sand or dirt is attached to the poles, please ca『efully wipe it off befo『e sto『ing. Also, if the poles a『e
stored while still wet, it could cause co『rosion.

● Please do not use a washing machine to clean the tent, othe『 items, o『 the case. 
● Store the tent in a place that is out of reach of child『en.
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王固・人怜吾人 1 手叫人H習嬰号ス 1人H習
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●召咀OILf旦魂昏，型'!'I Of哺吾召 Xfフ1号01暑OjL回Lf習斗01望q晉早I習01烈セ召仝OIi人1剋巨， E匡詈 彗えI計·XI Df凶人1.2.

△李?.I 邑手2.1量旱人1もに1習哭毛！皆皆Q呈人t*さ閉q王涅」畜召平，人に1q与令号 t.!対1亙合令庄E晉否
合甜フ H 世遇習今烈合Llct.

●笛えI計71�OIi旦き早吾01晉q烈告ス1迄咆も怜」 人12.
●旱叫せ笞え浬．包甜晉cHLf lきえ117f豆仔濯今烈合Lief.
●剋巨， E匡詈笞えI習IIH告召召吾旦豆丘干詈困吾も怜」人12.
●晉哺昌召Of�濯暉告叶Cl詈卸if-XI癸竺俎人12. OIITH, 合フ国01 n1-x1認丘旱手2liif� 人12.手判暑晉留立1ユ己犬側1 人f吾01乱告哭昏毒包司社人12.
●剋巨岳対1合は1人I晉CHフt旱10-J.Q曇 令烈.Q.LI手.21もt�人12.
●叫昏彗犬1蓄IIH-Ei>Hロ1呈舎フ国吾昏えI-XI苔丘号手.21も怜」人12.
・弁OfLf C叶邑017日畜CH量王目も防q叫号彗天I計-XI t>l丘号 も仕」人12.
e1:1t習01召薗召早OIi告刊巨， E匡曇包え1さ因口怜」人12.召咎1:1陪担呈包哺邑対1フt旨Of7閉LfOIiせえI妥計 人口，晉CH 早叫召，邑:xii叫舎号01皆遇彗

今毀合Lief.
●剋巨， E匡詈省天I習［［たl:IH今フト習叫丘号習習せ召仝詈包国も怜l人12. 王芭1:1陪担I習替昏世-x1 t>l-E召仝詈Mla!lも怜l人12.
●昏OILf q妥フtズ1号剋旦 Ef互詈•合せ人1召早己1フト烈ヒな！呂. DI己IXiiフ-j"iifユ．笞天I計全l 人12.
●剋旦 Ef!!.邑対IE碑叫呈三昌01号計o�-x1巴OIi世せ司コ恐も怜」人12. l:lf吾OIi旨op回q曳晉01 ユ� 人�OIiせ計-x1妥•芭人に1フト世過望キ毀合,qq_
●剋巨， E匡量包j;Iもた召仝OIi rrf叫Xii吾毛！碑呈 人f吾望令fil-E召早フt毀合Lief. 人fを!OIi全はIiiに1-Xf もt-E召仝.21 -XI\!! せ暉量喜包甜手d人12.
・刊巨， E匡量召 人1召 人t邑もf-xl™"量召早OII-E世三．人1習フ桔f�人12.. 量吾号•召凶仝屯フI季咀卦呈包甜刊巨， Ef丑フト旨Ofフt人�Oj怜拷tス1妥包 人に1フt

皆過習今毀合Lief.
●召呈芭咎

剋巨晉叫01 人1巨， E匡剋せ呂君令 フ澤01丘IOi毀Oj l:lf望叫呂丘．対Ollf邑召早剋せ世考�\!!OIi号皆晉01嗅習今烈合Lief. 01-E午今祖�OI
0出LICf.剋巨， Ef丑.21LH早咎フ1量唇甜召呈包咎号フHせ習今烈合LICf.

I 卑世•世己 1人 1 手叫人陪習

△手2.1

邑召ユ詈早人1計ユ習哭呂毀固竺呈人梧倖閃Lド王目習召早，人f因王ヒ吾咎昏図昏今毀合Ljq_

邑手叫量早人1計工！晉哭呂皆固竺呈人H吾さ防q王国畜t召早，人伍1q早さ号•凶対1を合•笞庄告晉硝
合もH7t�彗遇習今烈合qq_

● 人f吾計せ季OIiセ 2習曾·Xil7-j計ユ．き屯鐸1国叫人1令甘，.Ii!.世卦全人12. 否！呂全EH呈旦世計巴，Xii吾21也./,!j嬰吾営01世過21を！包01呈ILiq.
●習令人I t:il吾•竺呈．包対I詈望坦今毀E召早OIIE�Iフト早：フf¾5せを彗叫 召王人IヲI全人12. コ.CH呈．旱巴刃I吾21祖社製吾吾01皆せ担1色！包Dl�Llq.
•2習号Xil7-j誓暉OIiセ呈フI量毀哩口遷咎竺呈甘呂季き邑もI召王計01旦世も怜」人12.
● 人IL-J. � せ！号•吊71�刃I量 人H吾も閉1£1巴国糾，せ埠21を把01£1□1 丑足！巨q令Al7f召01曳ス歪！早叫乃烈合Lief.
●晉哺邑えllOII邑邑キ邑DILf旦琲，晋邑)}餃01 \r-托邑季旦世も怜」人12. 癸邑甜呈王世も団早""'J21毯'2.JOl�Llq.
●邑対I. 今廿升101仝告Ail封言fAI口怜」人12.
・弁OfLf Oj邑0121舎DI'i°AI P/E天OIi旦世司全人12.

各親の名称・セット内喜 I Names of the items and what are included I 召刈吾�I習咎叫 Ail巨子俎
---------------------------------------------------------------------------: 
セット内容 I Items included I Ail巨干包
お出掛けになる前に一度、バーツ等の不足がないかこ確認ください。
Belo『e going camping, please make su『e that all Items are Included In the package. 
人f吾；；ト人171�0!1 \!!Xi早吾吾•早否；；IXI因芭XI塁包；；ft!AIS?. 

●インナーテントI Inner Tent I OILi鯉Xl
●フライシートIFly Sheet I晉叫01人1巨Xl

:三
―ル（シルパ―) I Main Pole(Silver) I DII包晉（岬） X2 

= �  

口
ル（ブラック） IF『ont Pole(Black) I互邑□（四） Xl 

� 

iリアパイザーポール（ブラック）I Rear Vise『Pole(Black)I 21磯OIXi晉（詈sll)Xl 

＾ 

●自在ロープ（グリ ーン） I Guyline Adjuste『CG『een) I呈丑（ユ�)X4
●自在ローフ（ベージュ)I Guyline Adjuster (Beige) I呈!e(叩IOl,-1)X4
●スチールベグISteel Peg I仝国叫Xl5
●プラスチックベグI Plastic Peg I昏叫仝司嗅X4
●ハンマ― IHammer I君えI Xl 

インナーテント設置時 I inner Tent Image I OILi剋巨釦1人1

リアバイザーポール（ブラック）
Rear Visor Pole(Black) 
叫q叫Dl>-1晉（詈�)

メインスリーブ
Main Sleeve 
咽釦1旦 フロントポール（ブラック）--- -0--- Front Pole(Black) ， 丑巨巨晉（詈�)

インナーテント
lnne『Tent
OILi剋巨呂対1

フライシート装着時 I with Fly Sheet I 晉叫01人|巨召封人1

自在□ープ（グリ一ン）
Guyline Adjuste『(G『een)
豆互（ユ�)

キャノピー
Canopy 
9貼丑1

ヽ

自在ロープ（ベージュ）
Guyline Adjuste『(Beige)
呈互(1111017:.1)

フロント側
Front Side 
0�15巴
工E-,

3 4
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設営手順 I Installation instructions I 包対合人1

’’ I::.! 字ば況!
OILi剋巨習えIフ1

1 インナーテントを広げます。コールマンロゴのある方がフロント側になります。空気が入りやすいように、あらかじめ前後
のドアのファスナーは一部開けておきます。
Spread the inner tent on the ground. Coleman Logo on the mesh doo『 is front side. In o『der to pitch the 
tent smoothly, open the f『ont and 『ea『 side doo『s somewhat in advance. 
OILi� 亘琶世召Lief. 詈哩呈ユフド烈ヒ琴01互邑亘至�Lief. 吾フ1フf晉昏qフf丘号口12.1毀¥-1丘012.1-,:.1叫詈玉吾望q早AilR

3
 

メインポール（シルバー）2本をスリーブに適します。
Put each main pole (Silver) through the each sleeve. 
哺包晉（告出）2刈詈合己仁団I暑叫人lt!Llct.

メインスリ ーブ

Main Pol● (Silver) 
�I� 晉（雀出）

△ ;;� 芯らブロ:�:!1し
つ

ご『2忠���!れぷ翌ぷ:
。

�ull the pole but push the pole in. ・ 晉曾合2.匡.OIi湯曾哺e"e,t71x1□ト人1ユ苺温q湛q李Ail.9.

＼ 
F『ont Side 
笞考

III 芦ミ字戸

2 メインポール（シルバー）2本を伸ばします。
Put togethe『 main pole (Silver) x 2『espectively.
哺包晉（彗川）2刈琶習岩Llct.

4
 

メインポール（シルバー）2本のリア側の端を、インナーテントのコーナーにあるループ（グリーン）についているアシストク
リップにそれぞれ差し込みます。
lnse『t the assist clip of loop (Green) located at the rear side corne『 of inner tent into the main pole (Rea『
Side) end 『espectively.
哺包晉（雀l::li) 27胆I 2.101考晉昏OILi剋亘五Li.9.I早互（ユ邑）IIJI暑q烈eOJAI仝巨昌目Dll zt叶7}怜l湯合Llct.

△ ボールをアシストクリップに差し込む際、指をはさまないように注意してください。
I When inserting the poles through the assist clips, please be careful not to get your fingers caught. ・ 晉闘暑叶人1仝巨号�Oil癸量叶合フト卦01 JJIOIXI巽圧号平£1;;冷IAl2

△ 
ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。 不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。＇ When putting together the pole, make su『e that each joint is fully inserted. 

• If each joint is not fully inserted, it could cause the pole to break. 
晉[j暑旨国llffe口にI暑母｝｝因美竺俎人12.�I/に1美スI 81'1! 晉[fl7f早己1盈平叫7f毀合Lief.

1 人で設営される方はA(P.17)へ

Go to A (P.17) fo『setting up alone 

きX因彗大I司咎召早A(P.17)呈 ＼

5
 

6
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5 フロント側のスリーブの端を持ち、メインポール（シルバー）2本をそれぞれ押入れながら、インナーテントを立ち上げま

す。立ち上がったら、メインポール2本のフロント側の端を、インナーテントのコーナーにあるループ（グリーン）について

いるアシスト クリップにそれぞれ差し込みます。

Hold the end of sleeve, and stand the inner tent while pushing the main pole (Silver) x 2 together. After 

standing, insert the assist clip of loop (Green) located at the corne『 of inne『 tent into the main poles 

(Front Side) end respectively. 

丑屯巨琴合己胆.21母量甘コ日柁！晉({.! 出） 27H昌Zj"'ljト温q喜2巴人�O[L-j思！巨．量Aj[呈·L[q, qAj[を•季叫-E DJI包晉:2フ胆I丑召巨琴晋•量•

OIL-J剋巨王L担I早竺（ユ租）OIi暑q烈-E Oj人1仝巨吾固OIi'2.Jト召｝｝嘩L[q,

會

立ち上げの際は片手でスリーブを
引きながら、もう片方の手でポールを
ゆっくりと押し入れます。
When putting up each pole, 
pull the sleeve with one hand 
and push the pole in slowly 
using the othe『 hand.
All呈叫e� 合2呈合2.1旦．量国フI\"!人1
叫邑合2至晉昏包咎もI坦q選合qq,

■■■■■ト穏闘紐笠翌瓦召や
6
 

インナーテントについているフック（テープがベージュ）をメインポールにかけ固定します。

Fasten the inner tent to the main poles by putting the hooks (Beige Colo『Tape) that are attached to the 

inne『 tent onto the poles. 

OIL-J剋巨OIi曾吋烈ヒ毒(EJIO匡.7 t IIIIOIXI)曾叶陀！晉OIi召qコ習習Liq,

フック（テープがベージュ）
Hook (Beige Color Tape) 
婁(EIIOI>!フf�IOIXI)

△ 孟;"���;:�は界。:��。門二��;i!!芯？孟:1°not to get your flnge『s caught. 
・ 茎晉晉OIi召哺セ合7固Cl/JIスIPJ三号玉俎；；fA11丘．

メインポールは2人で2本同時に、徐々に立ち上げてください。立ち上げの際は片手でスリ ーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっく
りと押し入れます。スリ ーブを持たすに押し込むと、ポールが折れたり生地が破れたりします。△ Stand the 2 main poles gradually with more than 2 persons at the same time. When pitching, push the pole slowly with 

f one hand while pulling the sleeve end with the othe『 hand. Poles and sleeves may be damaged if the sleeves are not 
• held when putting the poles. 

1111包晉g2習0127H暑吾人間I包包もIAll.\'�;;;Alぼ.All量II/le色合竺呈合己1旦量目フII!!人let邑合竺呈晉曾包包�I国q湛合Lli::t.合己1旦暑甘ス181'ユ
)}惇l導葺召早，晉01早己1ス17,Lt包0(嗅q晉今烈合Lli::t.

m 1 � 
忠!::�.::ットする

丑邑巨晉ユ恐計71

7 フロントポール（ブラック ）をのばします。

Put togethe『 f『ont pole (Black). 

丑邑亘晉（晉到）曾坦智qq,

△ 
ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、 ポールが折れる可能性があります。

＇ 
When putting togethe『 the pole, make su『e that each joint is fully inse『ted.

• If each joint is not fully inserted, it could cause the pole to b『eak.
晉叶量昔国暉口ICI量包召もI哭竺凶人12.刃I哺呈哭Al紺呂召早，晉CH7f早叫母今毀合Lief,

7
 

8
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8 フロントポールの端を、インナーテント横にあるブラックのループについているアシストクリップに差し込み立ち上げます。

Insert the assist clip which is connected to the black loop of the inner tent into the f『ont pole ends. 
丑屯巨晉.2.1雀呈OIL-J剋巨望.2.1早丑（量�)OIi国2校烈EOiAI仝巨昌�OIi JJ浮l堪Oi Ail呂Liq,

△ポールをアシストクリップに差し込む際、指をはさまないように注意してください。
I When inse『ting the poles th『ough the assist clips, please be careful not to get you『 finge『s caught.
． 晉叶曇q人1仝巨晉岩OIi美昌[JIeフ涅「01刀101x1�よ丘号手£Ii>怜JAl.2..

，

 

インナーテントについているフック（テ ープがブラック）をフロントポールにかけ固定します。フライシートをかぶせた時に

前室の部分として必要なポールです。

Fasten the front pole to the inner tent by putting the hooks (Black Color Tape) that a『e attached to the 
inner tent onto front pole. 
OILi剋亘OJI省叫烈セ宰(EJIO匡.7H晋到）晉互芭亘晉qぼ卯i .:i1習習LI叫．晉2.fOI人1亘琶叫烈曾ccH召�OI丘le早岳2呈，習2包晉�Lief.

II 

11 

l 
uアバイザーポールをセットする
Set Up Rear Visor Pole 
2.IOJl::l�OIス1晉ユ恐計フ1

10 リアバイザーポール（ブラック）をのばします。

Put togethe『『ea『 visor pole (Black). 
己IOJi::ifOIス1晉（詈�)号習習Lief.

�

リアバイザーポール（ブラック）の両端を、グロメットに差し込みます。フライシートをかぶせた時に後室の部分として必要

なポールです。

Insert the 『ea『 visor pole (Black) end into the g『ommet. Rea『 viso『 pole (Black) is needed in order to 
make 『ea『 room after the fly sheet is d『aped.
叫Oj !:lfOI-Xi晉（量卦）.9.I習温呈，at溢�OIi JJI判湛合LI叫．晉叫·OI人1巨．量凶烈呈ITH季雀01£1-E早邑-2.呈．，湿豆習qq,

Re●『 Visor Polo 
叫Ol"fOl>C1 晉

Rea『 Side
叫q 考

フック（テープがブラック）
Hook (Black Colo『 Tape)
喜（叶01丑オ号乱）

｀＇ 1: 忠::��s:子!i!n point and fix
彗大I早I大I詈習計コ．ユ習計フ1

12 前後のファスナーをすべて閉めます。

Close the fastene『s of both front and rear. 
望刊ス1叫量召早習ELI叶．

△ フックをポールにかける際、指をはさまないよう注意してください。
＇ When putting the hooks on the poles, please be careful not to get you『 fingers caught. 
・ 芸量晉OIi召[JIEeフfil!OI JJIXI 8よ丘号王{;l;;fAJIH..

△ 
ファスナーを開けたまま設営すると、ペグで固定した時にドアが閉まらなくなることがあります。

＇ 
Befo『e pegging down the tent, please make su『e all fasteners a『e closed. If you install the tent with some fastene『S

• open, you may not be able to close them afterward.
Xllli詈咀刈呈笞大I卦I!! !!119. 呈ユ召烈番1I/1邑01世言IXI�よ番令烈合Lief,

，

 

10 
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13 設営位置を決め、図のように6ヶ所のループを風上より順に（①～⑥）対角線にペグを打ち込み、テントを固定します。（①
～④プ ラスチック ペグ、⑤⑥スチールペグ使用）
Decide the installation point. Install the tent by d『iving the plastic pegs into the ground through the 4 
loops diagonally (①～④） as shown in the figure, starting f『om the most windward one. After that, drive 
the steel pegs into the ground th『ough the 2 loops (⑤～⑥） as shown in the figu『e.
咎犬I薗召：：：：：暑習芭早，ユ目叫召016妥9.I早互暑l:lf吾01詈Oi2.E岩習OIi III-叫（①～⑥）哺召包皆習2呈碑呈l;!J-0因剋亘暑ユ習計俎人12..
（①～④晉2.f:::'.:::里叫⑤⑥仝園剖人f吾）

国I�.! 名；；：ご｀せる

晉叫01 人|巨-�I平71

14 フライシートをかぶせます。この時に、フロントポール ・ リアバイザーポールはフライシートの内側になります。
Drape the fly sheet over the inner tent, front pole, and rea『 viso『 pole.

晉叫01人匡曇斗酋Llct. O I叫丑邑亘晉， 己IOJl::ltO IXi晉呂晉叫01人1巨せ至 O l�Llct.

④
望

Wind 
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⑥
 

②
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15 フライシートの端についているフックを、インナーテントコーナーのループについているDリングにかけます。
Hitch the hooks of the fly sheet on the D 『ing of the inne『 tent co『ne『 loops.

晉叫01人1巨．吾OIi国叫毀E毒晉 O IL-J� 巨．テLi早竺：OIi国吋烈ED弓阿I召Liq,

△ フロアにしわが無くなるように、ルーブを少し引っ張りながらベグで固定してください。

, In orde『 to smooth away the floor w『inkle, fasten the inner tent by pegs while pulling the loops a little. 
． 晉呈OlOII手昌Ol�7IAI苔丘号早丑量玉号凶召0怜tフ1'1!人1 哺2呈ユ�;;怜」Al2.

ー、

吟',
ヽ

--- --＇ ----
‘ ’ 

‘‘ 

-------

('i
;、 ク

-----
-
---

---
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16 フライシート内側にある面ファスナーテープを、それぞれのポールにとめて固定します。

Fasten each pole to the fly sheet by hook and loop fastene『s tape inside fly sheet. 

晉叫OI Al巨せ琴OIi烈-e iiH仝L-j曇乙トヰ晉OIi号qユ召習Liq.

18 サイド(A·A')のループを外側に引っ張り、インナーテントから十分離した場所にペグで固定します。外気の取入口となります。

Pull the loops of side CA-A') outwa『d, and d『ive pegs into the ground th『ough the loops while keeping fly 

sheet from the inner tent. This gap becomes the ventilation for the circle ventilation system. 

人fOIE(A·A')到早互詈l::lf堂琴2呈召Of営7=1. OILi剋亘Oll人1きをもI習0-j召天Oll到2呈ユ習哺手凶人胆. 21早吾フ1フf弁国丘10-J吾フ1合租呈

判担刊国叫IOl-t!OI 7fき酋Liq,

フライシー ト内側
Inside Fly Sheet 

晉叫01 人1亘包琴

フロントポール
Front Polo 
"�!,_-

メインポール
Main Pol● 

頃包晉

17 フロント、リア側のループを張り出し、 ペグで固定します。

Fasten the f『ont and rear side fly sheet to the ground by driving the pegs into the g『ound th『ough the loops. 

竺邑§., 2.10-げ耳早空暑召Of'a"7=1盟2呈ユ恐習Lief.

＇、r=: -グ―-----------------

フライシートはテントインナー室内と外気との温度差を緩和し、テント内側の結露を防止する役割を果たしています。センターループ・

△ 
ストームガー ドを弧り、フライシートとインナーテントの閻に空閻をつくるように、必we::活用ください。

＇ Fly sheet eases the tempe『ature gap between outside and inside inne『tent, and 『educe condensation inside the 
• tent. In orde『to make a space between fly sheet and inne『tent, please utilize the ropes. 

晉叫01人|巨告OIL-J赳巨雀L胆f 217 121 g_i;:_え卜晉牲豆桔江，剋巨世考斗召呈詈叫e�習曾哲Llcf.�Ei早互嗅土唇フに暑対 ， 晉叫01人1巨叫OIL-J剋巨
人fOIOII召召蘊•世'=eci1苺彗吾も関l.£1.

フロント側
Front Side o>ヨE

工→

△ 
テーブを引きすぎないように注意してください。 ファスナーに負担がかかりフライシー トが破損するおそれがあります。

＇ Please do not pull the tape for adjusting the tension too much. The fastener gets excessive force, 
and fly sheet may be damaged. 
EilOI丑暑L-j旱AilオI'et7IXI 8/三旱手21;;栓l人1旦. XI叫Oil早目曾手叶晉叫01J.. 匡,7f i竺せ晉今烈合Lief.

13 14 
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口I�a� 芯？弐:ropes
呈丑詈大 Iユユ恐言�71 II

 

|ばぷ���n�!�nd others
ヲH.!:c.豆121智吾吾

19 応ームガードシステム（ストームガードに付屡のロープを結び、ペグで固定する方法）により、テントの安定性を高め、
フライシートとインナーテントの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループおよびストームガードに付属のロープを
結び、図のようにペグで固定します。
The storm guard system (i.e., fastening method that involves tying the ropes that comes standard in the 
product package to the storm gua『ds and then pegging them down to the ground) improves the stability 
of the tent, and prevent fly sheet and inne『 tent f『om contact. Tie the 『opes to the center loops at the 
both side and to corners for storm guard system, and peg them down to the ground as shown in the 
figu『e.
土暑フf三人I�国(�唇フに逍 I 早今召呈丑量号q 剖2呈ユ習司"-E皆皆）2呈刊巨£1� 習ざ曾告01ユ晉叫01人|巨．叫 OILi'f'I!巨叫習奎曾
皆XI固LICf. 習考巴OJI 毀告性Ei 早互尖仝吾フ匡哺早今邑呈互曇号q ュ吾叫召01 碑竺呈ユg習LICf.

自在ロ ープ（ベージュ）

Guyline Adjuster CG『een)
呈:!!(ユ包）

センターループ
Center Loop 

<!!•i早王

g
 

●
嘘
グペ

P

左図の要領にて8ヵ所にロープをセットし本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。
Set up the ropes in the 8 spots as shown and drive the pegs into the ground approx. 
lmete『 away from the tent, as shown in the figure. 
Tighten the ropes using the guyline adjusters to a point 
where the poles will no longe『 move back and forth o『 sideways so much. 
包琴コ如ぼ018頸I呈互暑姻如�;;JIOII人国lm習三習咽細OIi到量叩0因ユ習習Llct.
呈丑昌巴巳も1号q人1晉·ctlフt娑旱I王ド平呈号�Clスl酋丘．号玉．香！計凸人1.2

20� 室をキャノピーとして使用する場合は、別売のキャノピーポールと自在ロープを使用します。
o use the canopy, take out the canopy poles and guyline adjusters that are sold separately. 

召雀昏，H!:r.叫呈人f邑計セ；そ早OIi告ヲH!:r.iII晉叫呈互量人H吾習L!Cf_(皆DH)

別売キャノピーポール
長さ180cm前後が最適です。
Canopy poles sold separately 

自在ロ ー プ（別売） 180cm canopy poles fits for this tent. 
Guyline Adjuster (Sold Sepa『ately) 'H坦豆l 晉（四）
X岡里ES(世口Hl 180叩召季7f7�"i哲哲Lief.

雨天にキャノピーとして活用する場合は水がたまりやすくなります。その際はキャノピーに傾斜を作る力＼図のように中央部にロープを結びベグ
止めして雨水を流してください。風の強い時は、必すキャノピーを閉じてください。ポールカ浙斤れるおそれがあります。△ When you use the canopy in the rain, it tends to hold water. To avoid such water accumulation, set the canopy slightly 

, at an angle to c『eate a slope or tie a 『ope to the center of the canopy and peg the 『ope down to the g『ound so that the 
• rainwater can flow down. Please close the canopy when the『e is st『ong wind. Not doing so could break the poles. 

早村 人IOIIヲH!r.叫呈．人1誓呂奮そ平E呈01ユ.0171全llll丘IOI毀合Lief. ユuHe'lH!r.豆IOIIそ人f暑巴昏日スI. コ．吾えl吾吾習早-Oil呈．丑量号OJ叫呈ユ．をもfOj
曳暑号葦2j手凶人1.2.�f晋01召習叫Olle世三人1ラ貼丑I曇居Of'習J人1.2晉01 早叫召早2Pf烈合Lief.

スト ームガー ド
Storm Gua『d
ム昌フ匡

自在ロ ープ
Guyline Adjuster 
呈三

自在の使用方法
The usage of guyline adjuster 

呈竺人梧甘皆l

自在ロープの端をストームガー ドのループに結びます。
ペグを打ち、ロープをかけて自在をしめ
ロープの長さを調節します。
Tie the end of each guyline adjuste『
to the loop attached to the storm guard. 
Then d『ive the peg into the g『ound,
and then hitch the rope onto peg, 
and tighten the rope using the guyline adjuster. 
呈互吾号土暑フf三叫早互Oil号合qq_
叫暑出ユ呈丑暑召q人1号呂卒．呈旦21召01暑王習習qc卜．

しめあげて調整する
Tighten and adjust 
the tension 
召0楼t>l人1王沓せq

自在金具
Guyline Adjuster 
呈丑モl

補足：フロントロールアップ（ハーフォープンキャノピー）
Front Roll Up (Half Open Canopy) 
吾コ：丑屯巨暑�(計丑豆邑ヲ貼逗I)

フロントキャノピーにはループとトグルが付いています。
下から巻き上げて途中でとめることにより換気が可能になります。
雨が降っているときなど、キャノピーを閉じたまま換気したいときに有効で す。
There a『e loops and toggles at the front canopy.
At the middle of rolling up, the rolled up canopy is able to be held,
and becomes a ventilation.
Thus, it does not need to open the canopy fully fo『 the air ci『culat ion.
It is very convenient especially in the rain. 
Fly sheet is closed, but it has still good ai『 circulation.
互邑亘ラH.!r.ITIOlle早互叫呈�OI曾2.j烈合Liq.
0にH人1早Ej召0日邑叫吾召OIi人1ユ習；；ト巴咎717トフト告習LICf.
�l7f LH国11/1号，ヲH.!r.ITI量世呂刈呈租フ1人1ヲIコ娃畠[[ff弁吾習Liq.

△
大きなサイズのテントは-上ヽ風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガード」を必す己百用ください。

I A la『ge tent is naturally prone to the effect of wind due to its structure. 
． ョ71,fき吾色子王��涅担lス1輯皆フI�合Lief.'仝琶7巴＇量苺誓邑計AilR
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> II-4(P.6)の続きはここから

Continuation of D-4 (P.6)
II-4(P.6).2. ぽ！旱思き叩 I早Ei

1人で譲営する場合 I In the case of setting up alone I 1習01彗えI習召早

C !=--ルがアシストクリップに差し込まれていない方のスリーブの端を持ち、メインポール（シルバー）を押し入れながら、インナー

ノトを完全に立ち上げます。立ち上がったら、まだアシストクリップに差し込まれていない側のメインポール（シルバー）の端を、
インナーテントのコーナーにあるループがグリーンのアシストクリップに差し込みます。
Hold the end of sleeve which main pole (Silver) has not been fixed by assist clip yet, and stand the inner 
tent completely while pushing the main pole (Silve『). Afte『 standing, inse『t the assist clip of green loop 
located at the inne『 tent corne『 into main pole (Silve『) end. 

晉昏q人1仝亘昌EIOJI 111早XI &t色琴£1合己1旦晋曾召ば1, 叶I包晉（告出）曾世q壌_Q_�人�OIL-J刊巨暑包召もI人11邑Liq. [.臼1を季qた0肉
q人1仝巨晉·EIOJI nl年-XI討色考£1 OJI包晉（全！出）£1温•曾OIL-J剋巨£1ヨL-j洲毀告早互（ユ�)£1 01人1仝巨晉危1011 77101湯合Liq.

A
手前のメインポール（シルバー）がアシストクリップに固定されていない方のスリーブの端を持ち、メインポール（シルバー）1本
を押し入れながらポールの端を、インナーテントのコーナーにあるループがグリーンのアシストクリップに差し込みます。
Hold the end of the sleeve which main pole (Silver) has not been fixed by assist clip yet, and inse『t the assist 
clip of green loop located at the inner tent corne『 into the main pole (Silve『) end while pushing the pole. 
日柁！晉(�l:li}OIOj人1仝岳量固OIi .:i! を国XI£'l呂琴21合2.1旦遍曾• 昔.:i!, llll包晉(1,,岡） 17H詈固Oj壌2.巴人1晉·CH晉晉OILi剋巨21五LiOII
毀セ早互（ユ引）21 0j人1仝巨．晉固OIi nl早I� 合LICf

設置時のポールの形に注意してください。S字になるとボールヘの負荷が強くなり立ち上がらなくなるため必すアーチ状の形でポールを設置

△ 
してください。

＇ 
Please be awa『e of the pole shape in setting up. If the pole shape becomes "5" shape, the tent can not stand up 

• because of the ove『load to the pole. Be su『e to set up the pole with "Arch" shape. 
値え1 人1晉斗習EIIOII手!!.I舌fJ.ilRSスfフf!c:II/! 晉OIi召己le旱計フド叶ス1盈Ail量今製2旦呈世三J.10は1旦習2呈晉呈笛えla-fJ.il丘．

B メ
。
インポール（シルバー）のクロスしている中心を片方の手で持ち上げ(l m程）ながらアシストクリップで固定されている3ヶ所の

ホールを立たせます。中心を持っている手をまだポールがアシストクリップに差し込まれていない方のスリーブの端に徐々に移動
し、もう片方の手でポールを押しながらスリーブを引いていきます。
Lift the center of c『ossed main poles (Silver) up around 1m from the ground. After that, move your hand 
gradually to the sleeve end which side of assist clip has not been inserted yet while standing the poles 
already fixed by assist clips, and pull the sleeve end while pushing the pole by the othe『 hand.
ヨ呈仝思叶1包晉(�l:li}斗吾付号包合2呈昏Oj(lm召丘）. Oj人込．巨詈固2呈.:i1習をAil己日1£1晉号Ail判手凶人1.2. ユ季．叶1包晉考£1
合曾晉01 Oj人1仝巨琶固OIi癸甜烈スI Plき合2.1旦召2呈租租もI器フ1凶人1.2. 01叫，q邑合そ晉曾午亘巴人1合2.但詈甘オ手凶人1.2.

會

立ち上げの際は片手でスリ ーブを
引きながら、もう片方の手でポールを
ゆっくりと押し入れます。
When putting up each pole, 
pull the sleeve with one hand 
and push the pole in slowly 
using the other hand. 
Ail呈暉E包合9呈合2.1旦詈営フII!!人1

q墨合2早晉曾租を言1世q場合Lief.

立ち上げの際は片手でスリ ーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっくりと押し入れます。スリ ーブを持たすに押し込むと、ポール

△ :�� 芯悶ご
l

:.:悶�e\�!
0

slowly with one hand while pulling the sleeve end with the other hand. Poles and sleeves 
• may be damaged if the sleeves a『e not held when putting the poles. 

-"II晉II/le咎合竺呈舎己I!;!.量g71'11Ai Cf巨合竺呈晉晉租租もI坦q堪合Lief. 舎叫竺量甘XI苔ユ71惇l喜竺円晉01旱己iXl7iLf租01要q晉今烈合Lief.

Go 五農鵞Yi召 ---+

中心を持ち上げて3ヶ所のポールを立たせます。
Lift up the center of c『ossed main poles and stand the poles 
否せ呈呈q呈叫"ilii'[il斗吾呈"ii判手�Al.2.
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