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コールマン、アウトドアシーンの最高峰「マスターシリーズ®」から
「ウェザーマスター®シリーズ」5製品を12月中旬から発売

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、日本のキャンプ・アウトドアシーンにおける理想を追求した最高峰シ
リーズである「マスターシリーズ®」の中から、日本の四季や気候に適応した「ウェザーマスター®シリーズ」を拡充し、新たに
「ウェザーマスター® 4S ドームノトス/300」、「ウェザーマスター® ブリーズドーム/300IV」、「ウェザーマスター® ブリーズド
ーム/270」、「ウェザーマスター® ブリーズドーム/270」、「ウェザーマスター® スクリーンタープ/400」の計 5 製品を 12 月中
旬から販売を開始致しました。

「マスターシリーズ®」特設ウェブサイト： http://www.coleman.co.jp/masterseries/
■「ウェザーマスター® 4S ドームノトス/300」：オールシーズン、オールウェザー対応で一年中快適なフラッグシップテント
四季を通じて、どんな環境でも快適に過ごすことができる、信頼性の高いフラッグシップのドームテント（4～6 人向け）です。
吊り下げ式であるため、雨天でもインターテントを濡らさずに設営と撤収が可能です。新開発の遊びの少ないポールスリー
ブで強風にも対応できる剛性の高い構造です。インナーテントには、コットン混紡素材を使用し、夏には換気ができ通気性を
確保して結露を防止します。また、全周にわたるスカートにより秋冬には、冷気や風の侵入を防ぎます。
■「ウェザーマスター® ブリーズドーム/300IV」：テント内を涼しく、居住空間と換気にこだわったゆとりあるブリーズドーム
高温多湿な日本の夏に対応できる、換気性能が特長のドームテント（4～6 人向け）です。インナーテントには、吸湿性に優
れ肌触りの良いコットンを混紡したポリエステル素材を採用し、また大型のメッシュパネルにより通気性の高さを確保してい
ます。また、広さと高さにこだわったフレーム構造で、フロアは 300x300cm、高さは 200cm と、ゆとりのある居住空間を実現
しています。
■「ウェザーマスター® ブリーズドーム/270」：設営が容易なシンプルなモデル
同じく、ブリーズ機能に特化したモデルで、3～4人の家族向けのコンパクトなサイズです。より設営がしやすいシンプルな構
造が特長です。
■「ウェザーマスター® スクリーンタープ/400」：大型メッシュのスクリーンタープ
心地よい空間を作る大型メッシュのスクリーンタープです。ウェザーマスターの各モデルと連結することで、明るく開放的なリ
ビングを作ることができます。風が通りやすい多彩なパネル構造で、オープンすれば開放感があり、4 面のどこからでも出
入り可能で、またフルクローズすれば冷気や風の侵入を防ぐことができます。
■「ウェザーマスター® ヘキサタープ/L」：設営バリエーションが楽しめる大型ヘキサタープ
六角形星形のデザインが特長で、豊富な設営バリエーションが楽しめる大型ヘキサタープです。高さ調節が出来る付属のメ
インポール 2 本とアップライトポール 2 本を使用することで、間口を広くする開放的な張り方や、中央を広く高く使える張り方
など、好みに調整できます。
「マスターシリーズ® 」と「ウェザーマスター®シリーズ」
「マスターシリーズ®」は、コールマンが日本独自で開発し、
長い歴史のなかで蓄積されたノウハウと、日本のアウトドアシーンに対する探究によって
導き出された最高の素材や縫製技術を使ったコールマンブランド最高峰の製品群です。
「ウェザーマスター®シリーズ」は、365 日どの季節でも快適にキャンプを楽しむことができるよう、全天候型高性能テント「4 シ
ーズンドームコンセプト」と、別名「呼吸するテント」と呼ばれるテント内の空気を効率よく循環させる最先端のベンチレーション
システムを搭載した「ブリーズドームコンセプト」を特長とする製品群です。

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」をご一読のうえ、以下URL よりダウン
ロードしてください。
http://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2015/2015-Coleman-WeatherMaster.zip

＜製品仕様＞
製品名

ウェザーマスター® 4S ドームノトス/300

希望小売価格

85,000 円＋消費税

品番

2000027283

●耐水圧：約 3,000mm（フロア：約 10,000mm） ●定員：4〜6 人用 インナーサイズ：約
300×300×190（h）cm ●収納時サイズ：約ø26×80 cm●重量：約14.5kg 本体／約8.8kg ポ
ール／約 4kg 付属品／約 1.7kg ●材質：フライ／75D ポリエステルタフタ（UVPRO、テフロ
ン撥水、シームシール、カラーPU 防水） インナー／コットン混紡ポリエステル、68D ポリエス
テルタフタ（撥水加工） フロア／210D ポリエステルオックスフォード（PU 防水、シームシー
ル、PVC 補強） ポール／アルミ合金約 ø16mm（メイン、フロント） アルミ合金約 ø14.5mm
（リア） ●仕様：キャノピー、メッシュドア、ベンチレーション、コード引き込み口、メッシュポケッ
ト、ランタンハンガー、ハイビューシステム●付属品：ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ
製品名

ウェザーマスター® ブリーズドーム/300 IV

希望小売価格

70,000 円＋消費税

品番

2000027281

●耐水圧：約 3,000mm（フロア：約 10,000mm） ●定員：4〜6 人用 ●インナーサイズ：約
300×300×200（h）cm ●収納時サイズ：約 ø26×80 cm ●重量：約 13.5kg 本体／約 7.7kg
ポール／約 4.2kg 付属品／約 1.6kg ●材質：フライ／75D ポリエステルタフタ（UVPRO、カ
ラーPU 防水、シームシール、テフロン撥水） インナー／コットン混紡ポリエステル、68D ポリ
エステルタフタ（撥水加工） フロア／210D ポリエステルオックスフォード（PU 防水、シームシ
ール、PVC 補強） ポール／（メイン、サイド）アルミ合金約 ø14.5mm（フロント）アルミ合金約
ø16mm （リアバイザー）アルミ合金約ø8.5mm ●仕様：キャノピー、メッシュドア、ベンチレー
ション、コード引込み口、ランタンハンガー、メッシュポケット ●付属品：ペグ、ロープ、ハンマ
ー、キャリーバッグ
製品名

ウェザーマスター® ブリーズドーム/270

希望小売価格

54,000 円＋消費税

品番

2000027282

●耐水圧：約 3,000mm（フロア：約 10,000mm） ●定員：4〜5 人用 ●インナーサイズ：約
270×270×170（h）cm ●収納時サイズ：約ø26×74 cm ●重量：約9.8kg 本体／約5.7kg ポ
ール／約 2.5kg 付属品／約 1.6kg ●材質：フライ／75D ポリエステルタフタ（UVPRO、テフ
ロン撥水、シームシール、カラーPU 防水） インナー／コットン混紡ポリエステル、68D ポリエ
ステルタフタ（撥水加工） フロア／210D ポリエステルオックスフォード（PU 防水、シームシー
ル） ポール／アルミ合金約 ø12.8mm（メイン、フロント） アルミ合金約 ø9.3mm（リアバイザ
ー） ●仕様：キャノピー、メッシュドア、ベンチレーション、コード引き込み口、メッシュポケット、
ランタンハンガー ●付属品：ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ
製品名

ウェザーマスター® スクリーンタープ/400

希望小売価格

74,000 円＋消費税

品番

2000027284

●耐水圧：約 3,000mm ●サイズ：約 400×340×218（h）cm ●収納時サイズ：約 ø30×72 ㎝
●重量：約 13.1kg 本体／約 5.7kg ポール／約 5.3kg 付属品／約 2.1kg ●材質：フライ／
75D ポリエステルタフタ（UVPRO、テフロン撥水、シームシール、カラーPU 防水） ポール／
アルミ合金約 ø16、ø17.5mm（メイン）、アルミ合金約 ø17.5mm（レッグ）、アルミ合金約
ø12.8mm（リッジ）、スチール約ø19mm、長さ180cm（キャノピー） ●仕様：キャノピー、メッシ
ュドア、ベンチレーション、ジョイントフラップ、ハイビューシステム●付属品：キャノピーポール
×2、ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ

製品名

ウェザーマスター® ヘキサタープ/L

希望小売価格

40,000 円＋消費税

品番

2000027285

●耐水圧：約 3,000mm ●サイズ：約 530×465×240/260（h）cm ●収納時サイズ：約 ø20×75
cm●重量：約 7.7kg 本体／約 2.4kg ポール／約 3.5kg 付属品／約 1.8kg ●材質：フライ／
210D ポリエステルオックスフォード（UVPRO、テフロン撥水、シームシール、カラーPU 防
水） ポール／アルミ合金約 ø30mm（メイン） スチール約 ø19mm（サイド） ●付属品：サイド
ポール×2、ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ
■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とパスワードのご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。
■製品貸出依頼に関して
オンラインプレスルームから「コールマン製品貸出証」をダウンロードし、オンラインカタログで製品情報を確認いただき、必要事項を記入
のうえ送付してください。
 ダウンロード用IDおよびパスワード： 弊社が配信するニュースリリースメール本文に明記しています。
 コールマン製品貸出証：http://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/coleman.xls
 送付先：PR担当： press-jp@coleman.com
 オンライン商品カタログ：
http:// www.coleman.co.jp/data/uploads/files/howtochoose/step/2015/ColemanProducts2015web.pdf
【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®、セビラー®、スターンズ®、エアロベッド®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：110名
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：石垣、五十嵐、阿部
Tel :03-6858-7420
Email：press-jp@coleman.com

【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

