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コールマン ジャパン株式会社

コールマン、自然の中になじむ新シリーズ登場！
野外フェスでのキャンプデビューに「コールマン ストンプシリーズ」

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、自然との一体感が感じられるナチュラルカモ柄を採用した
「コールマン ストンプシリーズ」を、2019 年 7 月より新たに発売いたします。コンパクトで携行性に優れ、野外フェ
スにぴったりなギアを 10 種類揃えた新シリーズです。
■コールマン ストンプシリーズ とは？
「コールマン ストンプシリーズ」は、自然との一体感をより味わってもらうために誕生しました。
今では定番となったカモフラージュ柄に、非現実的な見え方と自然に忠実な要素を取り入れる
ことで、そのデザイン性を高めた柄が、コールマンのナチュラルカモです。
アウトドアの中でこそ映えるデザインに重きを置き、地形、木の葉、苔、樹皮などの人の手が
加えられていない自然のパターンからインスピレーションを受けています。リネン柄とオリーブ
カラーも組み合わせ、豊かなアーストーンでまとめることで、多彩でありシンプルなデザインは
「自然の中」でよりなじみます。

よく見ると花柄風のナチュラルカモ柄

■コンパクトでフェスにぴったりなシリーズ
携行性が高くコンパクトなギアをそろえた「コールマン ストンプシリーズ」は、初めての野外フェスキャンプでも大活躍！
「ツーリングドーム/LX（ナチュラルカモ）」は、雨の日でも安心の広い前室が付いた2～3名モデル、「アクションチェア（ナチュ
ラルカモ）」、「ヒーリングチェア（ナチュラルカモ）」は、ともに収束式なのでコンパクトに収納可能です。クーラーボックスも持ち
運びしやすい容量から「エクスカーションクーラー/30QT（オリーブ）」、「デイリークーラー/30L（ナチュラルカモ）」がラインナッ
プ。そしてシリーズのアイテムたちが、「アウトドアワゴン（ナチュラルカモ）」にすべて収まります！

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/2019/2019-Coleman-Stompseries.zip

＜製品仕様＞
製品名

ツーリングドーム/LX（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

21,800円＋消費税

品番 2000035352
●耐水圧:約 1,500mm(フロア:約 1,500mm) ●定員:約 2～3 人用インナーサイズ:約 210×180×110(h)cm ●収納時
サイズ:約Φ24×60cm ●:約 5.6kg ●材質:フライ/75D ポリエステルタフタ(UVPRO、PU 防水、シームシール)インナ
ー/68D ポリエステルタフタ(撥水加工)フロア/75D ポリエステルタフタ(PU 防水、シームシール) ポール/(メイン)FRP
Φ9.5mm×2 (フロント)FRP 約Φ9.5mm×1 (リア)FRP 約Φ6.5mm×1 ●仕様:前室、メッシュドア×2、ストームガー
ド、ベンチレーション、メッシュポケット ●付属品:ペグ、ロープ、収納ケース ※ハンマーは付属しておりません
製品名

クイックアップIGシェード（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

8,480円＋消費税

品番 2000035350
●耐水圧:約 500mm(フロア:約 1,500mm) ● 定員:2～3 名 ●使用時サイズ:約 200×150×125(h)cm ●収納時サイ
ズ:約Φ59×8cm ●重量:約 2.5kg ●材質:シェードスキン/68D ポリエステルタフタ(UVPRO、PU 防水)フロアシート/
ポリエチレン フレーム/スチール ● 仕様:メッシュバイザートップベンチレーション、メッシュポケット ●付属品:砂
袋、ペグ、収納ケース ※ハンマーは付属しておりません
製品名

インスタントバイザーシェード/Mフルフラップ付き（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

14,480円＋消費税

品番 2000035351
●耐水圧:約 800mm ●サイズ:シェード/約 270×270cm フレーム/約 220×220×250(h)cm ●収納時サイズ:約Φ
18×118cm ●重量:約 13kg(本体)約 500g(フルフラップ) ●材質:シェード/150D ポリエステルオックス (UVPRO、PU
防水、シームシール)フレーム/スチール ●付属品:ペグ、ロープ、収納ケース ※ハンマーは付属しておりません
製品名

アウトドアワゴン（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

14,800円＋消費税

品番 2000035347
●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 ●材質:フレーム/スチール 生地/ポリエステル ●付属品:フック付きラバーバ
ンド、収納ケース
製品名

アクションチェア（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

2,180円＋消費税

品番 2000035349
●使用時サイズ:約 81×51×87(h)cm ●収納時サイズ:約 14×14×87(h)cm ●重量:約 3.2kg ●耐荷重:約 80kg
●座面幅:約 53cm ●座面高:約 43cm ●材質:シート/ポリエステル フレーム/スチール ●付属品:収納ケース
製品名

ヒーリングチェア（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

4,280円＋消費税

品番 2000035348
●使用時サイズ:約 57×58×76(h)cm ●収納時サイズ:約 19×11×90(h)cm ●重量:約 2.5kg ●耐荷重:約 80kg
●座面幅:約 45cm ●座面高:約 36cm ●材質:シート/ポリエステル フレーム/スチール ●付属品:収納ケース

製品名

パフォーマーIII/C10（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

4,280円＋消費税

品番 2000035288
●快適温度: 10°C 以上 ●使用時サイズ: 約 80×190cm ●収納サイズ: 約φ20×40cm ●重量: 約 1.1kg ●材
質: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 中綿/ポリエステル ●付属品: 収納ケース
製品名

エクスカーションクーラー/30QT（オリーブ）

メーカー希望小売価格

5,480円＋消費税

品番 2000035105
●本体サイズ:約 46×33×40(h)cm ●容量:約 28L ●重量:約 3.1kg ●材質:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウ
レタン
製品名

デイリークーラー/30L（ナチュラルカモ）

メーカー希望小売価格

3,780円＋消費税

品番 2000035104
●使用時サイズ:約 34×24×33(h)cm ●収納時サイズ:約 38×8×33(h)cm ●容量:約 30L ●重量:約 730g ●材
質:ポリエステル、PEVA(ライナー)
製品名

バッテリーガード™️LEDランタン/200（オリーブ）

メーカー希望小売価格

2,180円＋消費税

品番 2000035287
●サイズ:約φ7.4cm X 12.6(h)cm ●重量:約 180g ●材質:ABS 樹脂、他 ●明るさ:200 ルーメン ●連続点灯時間:
約 15 時間 ●照射距離:約 7m ●スイッチモード:On / Off ●使用電源:アルカリ単 3 形乾電池 X4 本(非付属) ●
使用バルブ:LED

■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。
【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®、パドルジャンパー®、エアロベッド®
およびキャンピングガス®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：220 名（2019 年 2 月現在）
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：木本、正木
Tel :03-3571-5236
Email：coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp

【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

※報道関係者様からのお問い合わせ先が変更になりましたので、今後は上記アドレスにご連絡いただければ幸いです。

