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コールマン ジャパン株式会社

コールマン、電池を長持ちさせる“バッテリーロック® ”システムを採用したランタンを発売
長期保管時でも電池の過放電を防ぎ、アウトドアだけでなく災害に備える防災グッズとしても最適！

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、過放電による電池の液漏れを防止し、なおかつ通電もしないので、
電池の消耗も防いでくれる画期的な“バッテリーロック® ”機構を搭載したランタン、「バッテリーロック® USB リチャージャブル
ランタン」、「バッテリーロック® パックアウェイ® ランタン」、「バッテリーロック® コンパクトランタン」、「バッテリーロック® ツーイ
ンワンテントランタン」を 2017 年より発売しています。

■ 乾電池不要の充電タイプは、USB ポート付きだから携帯電話の充電も可能
「バッテリーロック® USB リチャージャブルランタン（ナチュラルウッド）」は、シーンに合わせて白色・暖色と切り替えができる
タイプで、ウッド調の見た目は家でもなじみやすくインテリアとしても。「バッテリーロック® USB リチャージャブルランタン（ブ
ラック）」は白色の明かりのランタンで、どちらも家庭の AC 電源から本体に蓄電すれば繰り返し使用でき、USB ポートも付い
ているので、携帯電話などの充電も可能です。

本体から携帯の充電可能

■ スライド収納ができるからコンパクトに持ち運べる
「バッテリーロック ® パックアウェイ® ランタン（ナチュラルウッド）」、「バッテリーロック® パックアウェイ® ランタン（ブラック）」
は、スライド収納式だから、持ち運び時には約半分のサイズになってコンパクト！
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■ コンパクトなのに明るいシンプルなタイプ
「バッテリーロック ® コンパクトランタン（ナチュラルウッド）」、「バッテリーロック® コンパクトランタン（ブラック）」は、軽量＆コ
ンパクトなシンプルタイプです。やさしく、やわらかい光で周囲を照らします。

■ コンパクトなのに明るいシンプルなタイプ
「バッテリーロック ® ツーインワンテントランタン」は、テント内に吊り下げて使用できるパネル式のランタンです。背面にはマ
グネットが付いているので、テントや車のボディに固定できるほか、懐中電灯にもなる多機能なモデルです。

マグネットでテントや車に簡単に取り付け可能

懐中電灯としても

・ 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」をご一読の上、こちらからダウンロードしてください。
http://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2017/2017-batterylock.zip

＜製品仕様＞
製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® USB リチャージャブルランタン（ナチュラルウッド）
8,480 円＋消費税
200031277

●明るさ：約 350lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø13×28（h）cm
●重量：約 845g（ランタン）、約 65g（AC アダプター、USB ケーブル） ●材質：ABS 樹脂、他 ●連続点
灯時間：約 5 時間(High)、約 12 時間(Medium)、約 70 時間(Low) ●使用電源：リチウムイオン電池（内
蔵） ●電池容量：3.7V 6400mA ●本体充電時間：約 9 時間 ●USB 出力：5V 1A ●目安充電可能回
数：2～3 回（スマートフォン） ●付属品：AC アダプター、USB ケーブル ●防水性能：IPX4 対応（全方
向からの水しぶきに 10 分間耐える）

製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® USB リチャージャブルランタン（ブラック）
7,480 円＋消費税
2000031276

●明るさ：約 350lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø13×28（h）cm ●重量：約 845g（ラン
タン）、約 65g（AC アダプター、USB ケーブル） ●材質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 6.5 時間
(High)、約 13 時間(Medium)、約 70 時間(Low) ●使用電源：リチウムイオン電池（内蔵）
●電池容量：3.7V 6400Ma ●本体充電時間：約 9 時間 ●USB 出力：5V 1A ●目安充電可能回数：2
～3 回（スマートフォン） ●付属品：AC アダプター、USB ケーブル ●防水性能：IPX4 対応（全方向か
らの水しぶきに 10 分間耐える）

製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® パックアウェイ® ランタン（ナチュラルウッド）
4,980 円＋消費税
2000031275

●明るさ：約 500lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø13×23.5(h)cm（使用時） 約 ø13×
15.5（h）cm（収納時） ●重量：約 730g ●材質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 11 時間(High)、約
41 時間(Medium)、約 410 時間(Low) ●使用電源：アルカリ単一形乾電池×4 本（別売）
●防水性能：IPX4 対応（IPX4：全方向からの水しぶきに 10 分間耐える）
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製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® パックアウェイ® ランタン（ブラック）
3,980 円＋消費税
200003127

●明るさ：約 400lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø13×23.5(h)cm（使用時） 約 ø13×
15.5（h）cm（収納時） ●重量：約 720g ●材質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 14 時間(High)、約
43 時間(Medium)、約 420 時間(Low) ●使用電源：アルカリ単一形乾電池×4 本（別売）
●防水性能：IPX4 対応（IPX4：全方向からの水しぶきに 10 分間耐える）

製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® コンパクトランタン（ナチュラルウッド）
3,480 円＋消費税
2000031273

●明るさ：約 400lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø11×19(h)cm ●重量：約 520g ●材
質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 28 時間(High)、約 320 時間(Low) ●使用電源：アルカリ単一
形乾電池×3 本（別売） ●防水性能：IPX4 対応（全方向からの水しぶきに 10 分間耐える）

製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® コンパクトランタン（ブラック）
2,480 円＋消費税
2000031272

●明るさ：約 300lm(ルーメン) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 ø11×19(h)cm ●重量：約 520g ●材
質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 30 時間(High)、約 320 時間(Low) ●使用電源：アルカリ単一
形乾電池×3 本（別売） ●防水性能：IPX4 対応（全方向からの水しぶきに 10 分間耐える）

製品名
希望小売価格
品番

バッテリーロック® ツーインワンテントランタン
2,980 円＋消費税
2000031271

●明るさ：約 150lm(ルーメン/パネル High)、約 20lm(ルーメン/パネル Low)、約 110lm(ルーメン/フラッ
シュライト) ●使用バルブ：LED ●サイズ：約 6×17×4(h)cm ●重量：約 175g
●材質：ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：約 12 時間(パネル High)、約 110 時間(パネル Low)、約 21
時間(フラッシュライト) ●使用電源：アルカリ単三形乾電池×3 本（付属） ●防水性能：IPX4 対応（全
方向からの水しぶきに 10 分間耐える）

■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.xlsx
 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/
【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®、パドルジャンパー
®、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

【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、阿部、酒井、五十嵐
Tel :03-6858-7420
Email：press-jp@coleman.com

従業員数：200 名

住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル

【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

