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コールマン、イン＆アウトでマルチに活躍するアイテムを拡充！
インテリアとしても使える！オシャレに、実用的に、キャンプ気分を楽しもう♪

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、キャンプはもちろん、家庭でも便利に使えるアイテムとして「フィール
ドキャビネット」、「コンパクトスモーカー」、「クアッド

TM

マルチパネルランタン」、そしてどんな場所でもなじみやすいナチュラ

®

ルウッドカラーの「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® コンパクトランタン」、「バッテリーロ
ックパック® パックアウェイ® ランタン」を 2017 年より新発売しています。

■道具の整理整頓に便利なフィールドキャビネット
食器やキッチン用品など、細かい道具を収めるのに重宝する折り畳み式キャビネットです。たとえば自宅ではキャンプ道具
専用棚として使用し、キャンプにお出かけの際にはサッと畳んでスマートに持ち運べます。薄型収納だから車載も楽ちん！

各棚の耐荷重 20kg で
たくさんの荷物も安心して収納！

厚さ 7cm 収納

■家庭でも簡単にスモーク料理が作れるコンパクトスモーカー
とてもコンパクトですが、食材を載せる網が 2 段構造になっていて、多くの食材を一気にスモークができます。ふちに水を入
れることができる構造になっているため、煙が漏れにくく家庭のガスコンロ(換気扇を作動して)でも使用 OK。気軽に、短時間
で絶品のおつまみを作れます。

一気にたくさんおつまみ
作れます！
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■クアッド TM マルチパネルランタンは、防災用に常備すれば安心
本体から取り外し可能な 4 つの発光パネルは、パネル発光（広範囲を照射）、スポット光（ハンドルを持ち、進行方向に照
射）に切り替えができるなど、多彩なシーンで安心の明かりを提供します。また本体には携帯電話を充電できる USB ポート
が付いています。

ハンドルはスタンドにし
て立てかけることも。

■バッテリーロック® シリーズのランタンにナチュラルウッドカラーがラインナップ
電池を入れたままでも過放電による電池の液漏れを防止し、電池の消耗もしない画期的な「バッテリーロック ® 」システムを
採用したランタンです。乾電池不要の充電式で USB ポートも搭載する「バッテリーロック® USB リチャージャブルランタン」、
スライド収納で半分のサイズになる「バッテリーロック® パックアウェイ® ランタン」、やさしい光で周囲を明るく照らす、小型で
軽量の「バッテリーロック® コンパクトランタン」と、3 種のランタンは家のインテリアとしてもフィットするナチュラルウッドカラー
を採用しています。

シーンに合わせて
明かりを 4 段階から選択

USB リチャージャブル
ランタン

パックアウェイ®
ランタン

コンパクト
ランタン

■人気のこの商品も！たくさんの荷物を積んで運べるアウトドアワゴン
悪路の移動も楽々の大型タイヤを備え、大容量のキャンプ道具をたくさん載せられるワゴンです。収束式の構造だから使わ
ないときにはとてもスマートになります。展開・収束の作業は瞬時に行うことができ、取り扱いがとっても簡単です。
キャンプシーンだけでなく、運動会やフェス、家では重い荷物を運んだりできるのでいつでもどこでも大活躍です！

・ 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-Coleman-interiorgoods.zip
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＜製品仕様＞
NEW

製品名

フィールドキャビネット

希望小売価格

9,800 円＋消費税

品番

2000031297

●使用時サイズ：約 50×64×118（h）cm ●収納時サイズ：約 81×64×7（h）cm
●各棚サイズ：約 50×40cm ●重量：約 7.7kg ●材質：フレーム／スチール 生地／ポリエ
ステル 棚板：メラミン加工合板 ●耐荷重：各棚約 20kg ●付属品：収納ケース
NEW

製品名

コンパクトスモーカー

希望小売価格

4,980 円＋消費税

品番

2000031269

●サイズ：約 ø23.5×20（h）cm ●重量：約 835g ●材質：ステンレス、他
●付属品：網×2 枚、収納ケース
NEW

製品名

クアッド TM マルチパネルランタン

希望小売価格

9,800 円＋消費税

品番

2000031270

●明るさ［8 本］約 800lm（ルーメン/High）、約 200lm（ルーメン/Medium）、約 100lm（ルーメン
/Low）、［4 本］約 500lm（ルーメン/High）、約 140lm（ルーメン/Medium）、約 60lm（ルーメン
/Low）、［パネル］約 100lm（ルーメン/High）、約 25lm（ルーメン/Low）、約 100lm（ルーメン
/Spot） ●使用バルブ：LED ●サイズ：約φ14.5×23.5（h）cm ●重量：約 1.2kg ●材質：
ABS 樹脂、他 ●連続点灯時間：［8 本］約 20 時間（High）、約 120 時間（Medium）、約 400
時間（Low）、［4 本］約 13 時間（High）、約 69 時間（Medium）、約 196 時間（Low）、［パネル］
約 3 時間（High）、約 14 時間（Low）、約 3 時間（Spot） ●使用電源：アルカリ単一形乾電池
×4 または 8 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
NEW

製品名

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)

希望小売価格

8,480 円＋消費税

品番

2000031277

●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）
NEW

製品名

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)

希望小売価格

4,980 円＋消費税

品番

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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NEW

製品名

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)

希望小売価格

3,480 円＋消費税

品番

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

アウトドアワゴン

希望小売価格

11,800 円＋消費税

品番

2000021989

●使用時サイズ：約 106×53×100（h）cm

●収納時サイズ：約 18×40×77（h）cm

●荷台サイズ：約 88×42×31（h）cm ●重量：約 11kg ●耐荷重：約 100kg
●付属品：フック付きラバーバンド、収納ケース

■製品画像データの取扱に関する注意事項
1.
2.
3.
4.

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。
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）。
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。
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
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

【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

【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

