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真夏でも木陰のような涼しさで、快適にキャンプ！
「ダークルーム™️ テクノロジー」シリーズを拡張

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、日光を 90％以上※1 ブロックするダークルーム™️ テクノロ
ジーを搭載したシリーズを拡張しました。4〜5 名向きのツールームテントは「タフスクリーン 2 ルームハウス/LDX
＋」、「タフスクリーン 2 ルームハウス/MDX＋」の 2 サイズ、クロスポールを採用したタープでは「XP ヘキサター
プ/MDX＋」を追加しました。さらに、デイキャンプシーンで活躍する「インスタントバイザーシェード/L＋」、「フ
ルフラップフォー インスタントバイザーシェード/L＋」を 2020 年 2 月より発売しています。

※1 当社実験数値

■先進の遮光機能『ダークルーム™️ テクノロジー』とは…
キャンプシーズンの朝は、日の出とともに朝日がテント内を明るく照らし、気温も上昇します。遮光性に優れた素材
ダークルーム™️テクノロジーは日光を 90%以上ブロックし、テント内の温度上昇を軽減します。通常のテントと比較
すると、最大温度差は約 13.5℃※2。真夏の朝、まぶしさと暑さによって起こされることはなく、快適な睡眠をサポ
ートします。※2：当社実験数値

左が通常のテント内、右がダークルーム™️ テクノロジーを採用したテント内の様子です。明るさを比較すると、その
違いは一目瞭然。日光をしっかりとブロックしていることがわかります。
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/2020/2020-Coleman-Darkroom.zip

■「ダークルーム™️ テクノロジー」を採用したニューモデル 5 選！
ファミリー向きの 2 ルームテントは選べる 2 サイズ
「タフスクリーン 2 ルームハウス/LDX＋」、「タフスクリーン 2 ルームハウス/MDX＋」
ダークルーム™️ テクノロジーを搭載したルーフフライが搭載され、天井部分が二重になっているので、雨風への耐久性と涼しさ
が格段に向上しました。さらにリビングスペースにもダークルーム™️ テクノロジーが追加されたので、日中も涼しく快適に過ご
せます。LDX＋の方が、よりゆったり過ごせるワイドサイズです。どちらも 4〜5 名のファミリー向き。

ルーフフライを装備

頑丈なクロスポール構造

組み立て方、片付け方を、YouTube で公開中です

設営簡単で涼しい！

→

スクリーンシェードとしても活用

ランタンハンガーも搭載

https://www.youtube.com/watch?v=qGr8OByrN68

これぞヘキサタープの新定番！「XP ヘキサタープ/MDX＋」

設営を楽に行える、画期的なクロスポールを採用したヘキサタープです。サイドポールが 2 本付属し、シチュエーションに応じ
て多彩な展開バリエーションを楽しめます。ファミリー向きのスタンダードサイズになります。

サイドポール使用時
サイドポール使用時

使用イメージ

手早く設営・撤収ができるシェードに大型サイズを追加
「インスタントバイザーシェード/L＋」、「フルフラップ

フォーインスタントバイザーシェード/L＋」

雨や日差しが内側に入りにくいため、屋外レジャーはもちろん、タウンでのイベントでも大活躍。一般的なモデルと比較してサ
イドトップのウォールがないため風に強く、突然の強風にも安心の構造です。高さは 2 段階に切り替え可能。また横からの日差
しや照り返しを防げる専用のサイドウォールを持っておくと、さらに快適に過ごせます。

太陽の方向に合わせて設置可能

デイレジャーでも活躍

＜製品仕様＞
製品名

タフスクリーン2ルームハウス/LDX＋

希望小売価格

83,455円＋消費税

品番 2000036438
●耐水圧:フライ/約 3,000mm(寝室)、約 2,000mm(リビング) フロア/約 2,000mm ルーフ/約 3,000mm ●定員:4〜5
人用 ●インナーサイズ:約 300×250×185(h)cm ●本体サイズ:約 610×365×220(h)cm ●収納時サイズ:約
φ36×75cm ●重量:約 20kg ●材質:フライ/75D ポリエステルタフタ(ダークルーム™️テクノロジー、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 フロア/210D ポリエステルオックスフォード(PU 防水、シームシール) ポ
ール/(リビング、寝室、リッジ)アルミ合金 (キャノピー)スチール●仕様:キャノピー、メッシュドア、ベンチレーション、メッシ
ュポケット、コード引き込み口、サイドウィンドウ、ランタンフック、吊り下げ式インナーテント ●付属品:ルーフフライ、キャ
ノピーポール×2、ペグ、ロープ、ハンマー、収納ケース

製品名

タフスクリーン2ルームハウス/MDX＋

希望小売価格

74,364円＋消費税

品番 2000036437
●耐水圧：約 3,000mm（フロア：約 2,000mm） ●定員：4〜5 人用 ●インナーサイズ：約 300×250×175（h）cm
●本体サイズ:約 560×340×215(h)cm ●収納時サイズ:約 ø34×74cm ●重量:約 19.5kg ●材質:フライ /75D ポ
リエステルタフタ(ダークルーム™️テクノロジー、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 フロア
/210D ポリエステルオックスフォード(PU 防水、シームシール) ポール/(リビング、寝室、リッジ)アルミ合金 (キャノピー)ス
チール●仕様:キャノピー、メッシュドア、ベンチレーション、メッシュポケット、コード引き込み口、サイドウィンドウ、ランタン
フック、吊り下げ式インナーテント ●付属品:ルーフフライ、キャノピーポール×2、ペグ、ロープ、ハンマー、収納ケース

製品名

XPヘキサタープ/MDX＋

希望小売価格

19,819円＋消費税

品番 2000036441
●耐水圧:約 3,000mm ●使用時サイズ：約 460×435×230（h）cm ●収納時サイズ：約 φ18×72cm ●重量：
約 8.2kg ●材質：シェードスキン/75D ポリエステルタフタ（ダークルーム™️テクノロジー、UVPRO、PU 防水、シームシー
ル） ポール/（メイン）スチール約 φ19mm×2 （サイド）スチール約 φ19×2、長さ 180cm ●付属品：サイドポール
×2、ペグ、ロープ、ハンマー、収納ケース

製品名

インスタントバイザーシェード/L+

希望小売価格

15,273円＋消費税

品番 2000036444
●耐水圧:約 3,000mm ●サイズ:シェード/約 300×300×260 (h) cm フレーム/約 250×250cm ●収納時サイズ:
約 φ18×118 cm ●重量:約 14 kg ●材質シェード/ 75D ポリエステルタフタ(ダークルーム™️テクノロジー、UVPRO、
PU 防水、シームシール) フレーム/スチール ●付属品:ペグ、ロープ、収納ケース ※ハンマーは付属しておりません。

製品名

フルフラップフォー インスタントバイザーシェード/L＋

希望小売価格

3,164円＋消費税

品番 2000036455
●耐水圧:約 3,000mm ●サイズ:約 250×180cm ●重量:約 700g ●材質: 75D ポリエステルタフタ(ダークルーム™️テ
クノロジー、UVPRO、PU 防水) ●付属品:ペグ

■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：220 名（2020 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

