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2000031577 _manual 
TOUGH SCREEN TARP /400 
l 82(W)X257(H)mm

撤収手順I Folding instructions I もHi11 全人1

ー
タープを固定したペグ、ロープ、ポールをすべて取り外し、下図のようにしてタープをたたみます。
Take off the shade skin. Remove all pegs, 『opes, and poles that have been installed to hold the shade skin.
Then fold the shade skin as illustrated below. 
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テント・ターブ生地を濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、こ使用後はフライシート・インナーテント（タ ーブの

場合スキン）の、汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。

△ If you stow the tent·Tarp while it is still wet, its water-p『oof pe『formance will significantly deteriorate. Thereto『e,
I please carefully clean the fly sheet and inner tent after use and then fold and stow them after making su『e that
• they have dried up. 
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前後の屋根の四隅を持ち、中央を折リ込みながら半分にする。
Pick up the 4 co『ners of shade skin and fold in half.
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両端を中へ折り込んで長方形にする。
Fold both ends inwa『d to make a 『ectangular shape.
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一 ミ長方形を更に中へ折り込み、1/4のサイズにたたむ。
Fold it lurthe『 inw●『d to make it a 1/4 size. 
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2 ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、シェードスキンを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納して完了です。
Fold all poles and put them back into the pole case. Roll up the shade skin as shown in the figu『es below. 
Stow them into the car『y bag.
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1でたたんだシェー ドスキンをポールケースを芯にして巻いていく。
Alter loldlng the shade skin at the 1, put the pole case on It and 『oll It up・
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ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコ ー ド（ゴム）全体に均 ーに、テンションがかかり、ショックコ ー

△ ��e�! 之t7!!:��ば。mmended that you start folding it in the middle as it will keep the tension even th『oughout
• the shock cord (『ubber) and allow it to last longer. 
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お問い合わせ先 コ ールマンカスタマーサー ビス： 0120-111-957 受付時問：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 10:00-17:30
Coleman Brands Pty Ltd AB 74 0 91 68119 5 Suite W2C1,75-8 5 O'Riordan Street , 

Sydney Corporate Park Alexand『ia NSW 2015 Australia Tel : +612 876 2 5000 
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,The Outdoor Company'" 

Handling 

Model 2000031577 

TOUGH SCREEN TARP /400 
［タフスクリ ー ンター プ/400]

[ Ei互仝ヨ邑Eに互/400]

取扱い•組立て説明書
and Assembly Instruction 

季IE ・ 王固彗習人1

Manual 
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この取扱い説明書は大切に保管してください。

Please keep this instruction manual with care for future reference. 

01笞習人1 詈習旦世計凶人12.

この度はコ ールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うこざいました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで
ください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き整地してから設営してください。

Thank you for your pu『chase of the Coleman product. When setting up the tents o『 tarps, please choose an area
whe『e drainage is good and the ground su『face is flat. Be sure to 『emove any 『ocks, tree branches, and othe『
objects and flatten any uneven surface befo『e installing the tents or ta『ps, as they could cause damage to the 
tents or tarps. 
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1 組立・使用上の注意及び禁止事項

〇危険 この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想
定される内容を表しています。

●テント、タープ内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかす おそれがあります ので、絶対におや
めください。

●台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険です のでテント、タープの使用はおやめください。
●河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所にテント、タープを設営しないでください。

△注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物
的傷害の発生が想定される内容を表しています。

●キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
●無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
●テント、タープの設営の際はグローブを蒲用してください。
●ポールを伸ばす 際は各節を完全に差し込んでください。指を挟まないように注意してください。また、周囲に十分注意してくだ

さい。近くに人がいないことを確認してください。
●テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
●ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
●小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
●風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となり

ます。
●テント、タープ設営の際は水は1プが良く、できるだけ平ら な場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んで

ください。
●石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
●テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる

ことがあります。
●テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を

確認しておいてください。
●テント、タープから長時閻離れる場合は必す撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて

思わぬ事故の原因となります。
●結露について

テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されています ので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水
滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント、タープ内の換気を行うことで改善することができます。

1 収納•管理の注意

△注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物
的傷害の発生が想定される内容を表しています。

●使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから 収納、保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカピ発生の
原因となります。

●撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そ のまま放置しますと色移り
やカビ発生の原因となります。

●汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから 保管してください。
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
●ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
●本体、収納ケースは洗濯しないでください。
●幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

Precautions to be followed and prohibited acts while assembling the tents or ta『ps I 
�DANGER The following warnings must be paid attention to, as wrong assembling o『 use of 

the tents or ta『ps could lead to a severe injury or death. 

● Use of fire inside the tents or ta『ps is ext『emely dangerous and is strictly prohibited, as it could cause a 
life-th『eatening situation such as carbon monoxide poison. 

● Use of the tent and ta『p in inclement weathe『 such as typhoon, rain storm, thunder, etc. is dange『ous and 
should be avoided. 

● Avoid installing the tent and tarp on a sandbank in a river o『 under a cliff where there is a dange『 of flooding 
0『 falling 『ocks.

△ CAUTION The following cautiona『y notes must be followed during the assembling and 
use of the products, as wrong assembly o『 use could cause an accident 
involving bodily harm and/or p『operty damage. 

● Before departing for a campsite, please make sure all items and pa『ts are included in the package. 
● Use of excessive fo『ce could 『esult in damaged poles, tent, and tarp. 
● Put on gloves when installing the tent and ta『P・
● When extending the poles, be sure to inse『t each joint all the way. Please also be careful not to get your 

fingers caught. 
● When pitching the tent, please be careful to the broken poles and not to get hit by the poles snapping back. 
● When driving the pegs into the g『ound, please be ale『t not to hit your fingers. 
● Do not allow a small child to assemble the poles o『 hit the pegs into the g『ound.
● When the『e is st『ong wind, please do not set up the tent o『 tarp, as they could be blown away and cause an 

unexpected accident, break the poles, and damage the tent and tarp. 
● When setting up the tent and tarp, please choose an a『ea whe『e d『ainage is good and the ground su『face is 

flat. Please also make sure that the area chosen won't be affected by the wind too much. 
● Be SU『e to remove any rocks, tree branches, and othe『 objects and flatten any uneven surface before install

ing the tent, as they could cause damage to the tent. 
● Be SU『e to securely anchor the tent and tarp to the ground using the pegs and rope. Not doing so could lead 

to the tent and tarp blown away by the wind or allowing rainwater to accumulate to cause an unexpected 
accident. 

● The pegs that come standard in the p『oduct package may not be usable depending on the area that has been 
chosen for installing the tent and tarp. Please check the condition of the ground surface where you are 
planning on setting up the tent and tarp beforehand. 

● When you will be away from the tent and ta『p for an extended period of time, be su『e to take them down. Any 
sudden change in weathe『, gust, etc. could blow away the tent and tarp to possibly cause an unexpected 
accident. 

● Condensation 
As the fly sheet and tarp a『e waterp『oofed, wate『 droplets may eme『ge on the inner surface if there is a la『ge
difference in air tempe『ature between the inside and outside of the tent. It is not wate『 leakage, and such 
phenomenon can be improved by ventilation of the air inside the tent. 

Precautions for storage and management I 
△ CAUTION The following cautiona『y notes must be followed during the assembling and 

use of the products, as wrong assembly o『 use could cause an accident 
involving bodily harm and/or p『ope『ty damage. 

● After each use, please make sure that the tent has become sufficiently d『y befo『e storing. If the tent is stored 
while it is still wet, it could lead to discoloration and mold ge『mination.

● If you a『e unable to d『y the tent right after taking it down due to rain, etc., please dry it as soon as possible 
after 『etu『ning home. Leaving the tent wet for an extended period of time could lead to discoloration and 
mold ge『mination.

● If you need to remove any smudge on the tent, please wipe it off using a well-wrung cloth and let the a『ea d『y
befo『e storing. 

● Use of any o『ganic solvent such as a paint thinne『 and benzine could lead to discolo『ation, color alte『ation,
removal of p『inted items or 『esin finish. 

● If any sand or dirt is attached to the poles, please ca『efully wipe it off befo『e sto『ing. Also, if the poles a『e
stored while still wet, it could cause co『rosion.

● Please do not use a washing machine to clean the tent, othe『 items, o『 the case. 
● Store the tent in a place that is out of reach of child『en.
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各親の名称・セット内喜 I Names of the items and what are included I 召刈吾�I習咎叫 Ail巨子俎
--------------------------------------------------------------------------, 
セット内容 I Items included I Ail巨褪
お出掛けになる前に一度、バーツ等の不足がないかこ確認ください。
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●シェードスキンI Shade Skin I�IOI三仝むXl
●メインポール（シルバー／グリ ー:,)I Main Pole(Silver/Green) I 1111包晉[H(�叫lユ�)X2
●センターポール（シルバー／レッド）I Cente『 Pole(Silve『/Red)Iせ日吾QI(溢出l叫1三） Xl 
●ジョイントフラップ用ポールIJoint Flap Pole I忍包巨晉習邑晉[H Xl 
●スタンディングテープ I Standing Tape I仝剋'a•1101王 Xl
●ジョイントフラッブIJoint Flap I;:; 包巨晉剋Xl
●自在□ープI Guyllne AdJuste『|呈互 X6
●スチールベグI Steel Peg I仝里型X22 ＼ 
●ブラスチックペグI Plastic Peg I晉叫土国叫X6
●ハンマ―I Hammer I取I Xl 

--------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - -----

設置時 I Pitched Image I 雀犬1人1

センターポール（シルバーIレッド）
Cente『Pole(Silve『/Red)
性日晉CH(越団／叫!=_)

自在ロ ープ
Guyline Adjuste『
呈王

シェードスキン
Shade Skin 
'l'JIOI!=. 仝そ！

スタンディングテ ープ
Standing Tape 
仝剋'a EJIOI!!. 

ジョイントフラップ用ポール
Joint Flap Pole 
王包巨蘊世邑晉CH

メインポール（シルバー／グリ ーン）
Main Pole(Silve『/G『een)
1111包晉CH(越出lユ�)

ジョイントフラップ
Joint Flap 
王包巨晉習

3 4
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設営手順 I Installation instructions I 包対合人1

’’ 
1 シェードスキンを広げます。

（スタンディングテープのバックルが留まっているか確認してください。留まっていないとタープが上手く立ち上がりません。）
Spread the shade skin. 
(Make sure the standing tapes'buckles are fasten. If not fasten, the tarp does not stand well.) 
卦101三仝引曾世大怜l人胆．（仝剋'a EJIOI旦; l:lj昌01 えH早因烈eス1 掛包計凶人12. ユ営Al 醤2.\!! 叫互．フ f習望大I丘IAI 固合Liq.)

III 

I�p�:. 芦忠令n
卦101三仝烈昏習包q

1
竿詈ば？

2 メインポール（シルバー／グリーン）の2本を伸ばします。
Put together the main pole (Silver/Green)『espectively.
叶柁！晉哺（彗l:lj/コ邑） 27障犀I�人12..

3
 

4

メインポール（シルバー／グリ―ン）2本をクロスになるようにスリーブに通します。
Put each main pole (Silver/G『een)through the each sleeve as they a『e crossed. 
哺包晉哺(� 出／コ引） 27回諏国丘号年1旦DJI 邑叫人Iヲ I坐 12..

△ ;;� 芯ご↓
こ

��:�:!ばr�����.!:�芯芯翌盆
゜

�ull the pole but push the pole in. 
・ 晉叶量合叫旦OIi暑叫人1乱II/le甘Of'e,t7IXI雷ユ世三人1旨叫人1湛q卒d人12.

メインポール（シルバー／グリ―ン）2本の奥側の端を、シェードスキンのコーナーにあるアシストクリッフにそれぞれ差し込
みます。
lnse『t the assist clip located at the corne『 of shade skin into the 『ea『 side main pole (Silver/G『een)end 
respectively. 
哺包晉CH(雀l::lj/ユt!) 27胆I 包琴吾曾卦101三仝烈兄人�2.間1 毀eOJ人1仝巨．量固IIJI 叫叫包召も怜」人12.

△ 
ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

＇ 
When putting together the pole, make su『e that each joint is fully inse『ted.

• If each joint is not fully inse『ted, it could cause the pole to b『eak.
晉哺詈旨国叫口に1暑色召"I哭2.tl人12.. XilQI呈哭XI苔呂召早， 晉哺フf早叫晉今烈合Lief.

△ ポールをアシストクリップに差し込む際、指をはさまないように注意してください。＇ When inserting the poles th『ough the assist clips, please be careful not to get you『 fingers caught. 
・ 晉CH量q人1仝巨晋国OIi癸昏叫合フト司0111101x1苔E号卒21計俎Al2

1人で設営される方はA(P.17)へ

Go to A (P.17) fo『setting up alone 
きス因包えIも濯召早 A(P.17)0!1 ＼

5
 

6
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5 手前のスリーブの端を持ち、メインポール（シルバー／グリーン）2本をそれぞれ押し入れながら、シェードスキンを立ち上げ
ます。立ち上がったら、メインポール（シルバー／グリーン）2本の手前側の端を、シェードスキンのコーナーにあるアシスト
クリップにそれぞれ差し込みます。
Hold the end of sleeve, and stand the shade skin while pushing the main poles (Silve『/Green) x 2 together. 
Afte『standing, insert the assist clip located at shade skin corne『into front side main poles (Silver/Green) end. 
舎己I!:!. 望考吾曾召ユ，日1'2.! 晉哺（溢叫／ユ�) 27H晉召召昔叫苔2巴人1卦101三．仝そ！号人ll早I�玲払12. ユq号，叶1包晉:CH(全！出／ユ�) 27胆I
笞琴雀量卦IOIE. 仝召旦人1己間1烈EOi人|仝巨．昌岩OIi 乙t乙t 7JI�� 堪Oj年凶人12.

會

ポールを通す際は必すスリーブを持って押し込んでください。スリーブを持たすに押し込んだり、ポールを引き入れたりすると、ポール
やスリーブが破損するおそれがあります。ポールをアシストクリッブに差し込む際、指を挟まないように注意してください。I When △ putting up each pole, pull the sleeve with one hand and push the pole in slowly using the othe『 hand. Poles and 
sleeves may be damaged if the sleeves are not held when putting the poles. When inserting the poles th『ough the 
assist clips, please be careful not to get your fingers caught. I晉叶量暑叫人I� 哺セ世三人1合2.但． 詈召ユ午亘i人1.2.合2.I!;! 暑召ズ1
紺ユ1)1-\\1湛7JL.f,晉利暑召Of甘フ1巴晉哺叫合己1旦フト合�-,I今毀合し四．晉CH暑q人1仝巨晉固Oil哭昏暉，合フ涅/Oll)IXI鉗丘号手21も怜」人12..

メインボールは2人で2本同時に、徐々に 立ち上げてください。立ち上げの際は片手でスリーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっ
くりと押し入れます。スリーブを持たすに押し込むと、ポールが折れたり生地が破れたりします。I Stand the 2 main poles gradually △ with more than 2 persons at the same time. When pitching, push the pole slowly with one hand while pulling the 
sleeve end with the other hand. Poles and sleeves may be damaged if the sleeves are not held when putting the poles. 
哺包晉合2苔012刈暑吾人間Iを包もIAil判手AilR.Ail番叫ヒ咎合竺呈合叫旦暑Fl"71'1JAiCf邑合竺呈晉曾咎包.;1国q場合LI叶．合叫旦暑召�1 etユ
]}怜l場号召平，晉01早己JJ:17,叶租01要q習今烈合qq,

i-
C(P.18)の続きはここから
Continuation of C(P.18) 
C(P.18)2ぽ！早邑色 0切早Ei

6
 

センターポール（シルバーIレッド）を伸ばします。
Put togethe『cente『pole (Silver/Red). 
性Ei晉i:tl(�!:lj/叫IE)詈旨2.1�人12..

立ち上げの際は片手でスリーブを引きながら、
もう片方の手でポールをゆっくりと押し入れます。
When pitching, push the pole slowly 
with one hand while pulling 
the sleeve end with the othe『 hand.
昌q晉世暉告包合9呈奎2.1旦曇:�O卜せフl巴人—|
E陪只」包合竺呈晉哺量ををも1世叶導竺�Al.2..

7 センターポール（シルバーIレッド）をスリーブに通します。
Put the cente『pole (Silver/Red) through the sleeve. 

i!!Ei晉i:H(彗出／叫匡．）量合己1旦.OIi 唇叫人1ヲI�人1豆，

ポールを通す際は必すスリーブを持って押し込んでください。スリーブを持たすに押し込んだり、ポールを引き入れたりすると、ポール△ :� ぢ:�::�::a!;;巳，
あ

��ュ sleeve with one hand and push the pole in slowly using the other hand. Poles and • sleeves may be damaged if the sleeves are not held when putting the poles. 
晉CH量暑叫人l �rlJle世三人1合2.1旦詈せユ午亘せAl2.合2.1旦詈召XI討ユ選7JLf,晉CH暑�Of@ll�晉E胆f舎2.1旦フKきせ琶今烈合qq,

8 センターポール（シルバーIレッド）端を、シェードスキンサイド側中間にあるアシストクリップに左右それぞれ差し込みます。
lnse『t both sides of assist clip located at the middle of shade skin into center poles (Silver/Red) end.
牲Ei晉CH(咎出／叫IE)母呈卦IOIE仝{.!2-I�巴吾召OIi 毀EOJ人1仝巨晋習OIi 卦早召召美0ド令凶人12.

アシストクリップ
Assist Clip 
OiAl6巨塁忌l

△ ポールをアシストクリッブに差し込む際、指をはさまないように注意してください。
I When inserting the poles through the assist clips, please be ca『eful not to get your fingers caught. 
． 晉［腫い叶人1仝．巨． 晉•岩Oil美昏[[JI舎フt国011/IOIXI器丘．号卒21さt�人12.

△ 
ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。
When putting together the pole, make su『e that each joint is fully inserted.

• If each joint is not fully inserted, it could cause the pole to break. 
晉哺量旨曽叶口fCI量吾召さI美竺廿人12..刈lcH呈癸-.181"色召早，晉叶フf早己1習令烈合LICf. 

7
 

8
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国1�� はエ;e-i:�!�,!!!;..
卦101三仝烈叫晉CH量ユ習芭q m |猛;..!白:;.�。 securely install the tarp on the

呈互量号q人1ユ習包-q

，
シェードスキンの各コーナーおよびサイドの中間にあるフックをポールにかけポールを固定します。
Fasten the shade skin to the poles by putting the hooks that are attached to the shade skin onto the
poles.
,t,!IOI三．仝{!21 zt旦人�2.1製奎巴吾召OIi烈ヒ季ヨ．暑晉CH OII召〇人1ユを持f�人12

ポール
Polo 
吾哺

△ 孟芯；らば；I!!。？心。月;:�闊ごは!!は芯ご
゜

�ot to get you『 finge『s caught. 
・ 季ユ量晉CHOII召叫合フ匡tOI 7/IOIAI 81三呈手到さ怜l人1旦．

｀＇ 
設置場所を決めペグで固定する

I Decide the installation point and peg down the tarpl 

姻臨昌習色季，碑豆ユ碑q I 

10 設置場所を決め、図のように6ヶ所のループを風上より順に(A~F)対角線にペグを打ち、本体を固定してください。
Decide the installation point. Install the ta『p by driving the pegs into the ground through the 6 loops diagonally 
(A-F) as shown in the figure, starting from the most windwa『d one.
彗えI誓召仝量恐包季，ユ吾叫召016天OIi早互晉合人�cH呈(A~F) l:lf吾01早セ岩習OIi ITf2.f [胆梵捏撲坦呈盟量卦0因邑対I量ユ習も怜l人12.

11 ストームガードシステムはタープの安定性を高めます。各コーナーに付属のロープを結び、圏のようにペグで固定します。
The storm guard system (i.e., fastening method that involves tying the ropes that comes standard in the product 
package to the sto『m gua『ds and then pegging them down to the g『ound) imp『oves the stability of the tarp. 
Tie the ropes that are included in the package to the come『 loops and sto『m gua『ds on both sides of the 
ta『p and peg them down to the ground. 
仝唇フfE. 人1仝晋きEf!碑1世恐咎号習村人ltJLI叫．叫旦人や-IOII呈丑量号q刈ユ吾叫召01 ll!!.9. 呈ユ苔も怜」人12.

上図の要領にて6ヵ所にロープをセットし本体から約lm程離れた位匿にペグ打ちして固定します。
自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。
Set up the ropes in the 6 spots as shown and d『ive the pegs into the g『ound approx. 
1 meter away from the ta『p, as shown in the figu『e.
Tighten the 『opes using the guyline adjusters to a point 
whe『e the poles will no longer move back and forth or sideways so much. 
判考コ吾叫召016頸I里竺暑歩Iも匝．訊IOII人1背lm習王唱咽琳IOII躙晉卦0因ユ習糾ICf.
呈互呈せせも1号q人1晉CHフf翌判叫早呈号叫01x1滋E号杢型計全l人12..

自在の使用方法
The usage of guyline adjuster 

呈互人怜吾皆皆

しめあげて調整する
Tighten and Adjust 
the tension 
召0楼t:,j人1王習芭q

自在金具

g
 
e皿「
グペ

P

ストームガー ド
Storm Gua『d
仝琶フf,e

自在ロ ープ
Guyline Adjuste『

豆ヨ

自在ロ ープの端をストームガー ドのル ープに結びます。
ペグを打ち、ロ ープをかけて自在をしめ
ロ ープの長さを調節します。
Tie the end of each guyline adjuste『

to the loop attached to the sto『m guard. 
Then d『ive the peg into the ground, 
and then hitch the 『ope onto peg, 
and tighten the rope using the guyline adjuster. 
呈旦温醤仝暑フl.!:21早丑OIi号合Llct.
到晉卦ユ呈竺詈召q人1号•き季，呈竺；21召01詈•杢登！哲Llct.

ストームガー ドI Sto『m guard I仝暑フに

ウェビングテープをポールに巻きつけることで、生地とポールに力を分散，
Fo『 this p『oduct, safety is enhanced by the st『ap-type storm gua『d
as it can be wrapped around the pole for more secu『e fastening.
刊101�EilDI竺量晉哺OIi召竺巴哺旦司叫晉CHOII フf哺Xie習01岳社毛l

＼り��

ヽ
Wind 

F
 

E
 

;t,- 、-,'.、-,,
' : ,_, 

�:�-rバ \60'-90'

△ 
大きなサイズのターブは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガー ドシステム」を必すこ活用ください。

＇ 
A la『ge tarp is natu『ally p『one to the effect of wind due to its st『ucture. Be su『e to use the storm guard each time 

• you set up the ta『P・
CH習人fOIエ!!I吾色干玉せ， U程担I Xi習昏世フ1酋合Lief.世巨人1·仝唇フド丘＇暑彗呂計凶人12.

ペグは60°~90°の角度に打ち込むと
風に対して強く設営できます。
It is recommended to d『ive
the pegs into the ground at a 60"1:o 90°angle, 
as it will make the tents and tarps most wind-resistant. 
皿晉60°-90°21 2t王呈笞えl計円叫習OIi _1;1_q召方閉I
叶号望キ毀合qq_

，
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置l I ばぷ��竺：��nd others
ヲH.!:c.III 彗邑皆皆吾

12 前室をキャノピーとして使用する場合は、別売のキャノピーポールと自在ロープを使用します。
To use the canopy, take out the canopy poles and guyline adjuste『s that are sold sepa『ately.
召雀曾ヲH!r.叫呈人f邑•もfE召早•叫E7H!.:豆1晉•闘（世哺）叫豆．互詈人f邑•計全人1.2.

別売キャノピーポール
長さ180cmが最適です。
Canopy poles sold separately 
180cm canopy poles fits lo『this ta『P・
9胆叫晉CH(皆叫）
召Ole180cm習丘フI零合LI叶．

別売I Sold Separately I咀口H

13; 営後に、スタンディングテープに足を引っ掛けるなどのおそれがある時は、スタンディングテープを外すことができます。（下図
ヽ位置）スタンディングテープを外す際には、レッドのループを内側に向けてペグを打ち込んで固定してください（レッドのループ

は各側2つすつあります。1つは外側でプラスチックペグで固定し、1つは内側でスチールペグで固定します。ポールの横への広
がりを抑えます。スタンディングテープを外したら側のポケットに収納してください。
Afte『 pitching the tarp, the standing tape may be taken off in order to avoid stumbling ove『 the standing 
tape (Red Line in the Figu『e). Before taking off the standing tape, pull the loop (Red) inwa『d and d『ive the 
peg th『ough the loop (Red) at each side of ta『p. There are 2 loops at the middle of each side. One is pulled 
outward and fasten by a plastic peg and the other loop is pulled inwa『d and fasten by a steel peg. This loop 
pulled inward p『events the pole f『om extending out. After taking off the standing tape, sto『e the tape in 
the pocket nea『by.
咎えI季仝刊国Eil□l!'::OII皆DI召醒早2.jフト毀号ITH告仝'c!!'a EilOI丑量刈1フ1甜丘吾合L匹. (0同ユ吾£1号呂燐旱邑）仝'c!!'a EilOI丑量
Xj[7惰t圃セ早!'::(叫IE)暑世考竺呈習も団I芭早，碑邑01�もf01ユ習言怜l人12.. 早竺(i:!.ilE)-E習琴27四烈合Lief. 17たl:lf営OIi人1晉2.f仝巨l
剖三呈ユ習計ユ，q□m 11距q琴OIi人:t�国剖2呈ユ習も怜」人[2.. Ef丑フt望£豆豆杯1告茨晉叫合Lief. Xil.7-iを仝；剋'a EilOI丑-E人fOIE.
王哭OIi豆．世も怜」人12..

内側I Inside I L麟

‘

‘
‘

‘

‘ 

-- -、、、

外側I Outside I 21委

‘
‘

‘

‘
’ 

'
, 

‘�、,,-,

' , 

, _ _, 

雨天にキャノピーとして活用する場合は水がたまりやすくなります。その際はキャノピーに傾斜を作るか、図のように中央部にロ ーブを
結びペグ止めして雨水を流してください。風の強い時は、必すキャノピーを閉じてください。ポールが折れるおそれがあります。△ When you use the canopy in the rain, it tends to hold wate『. To avoid such wate『 accumulation, set the canopy slightly 

, at an angle to create a slope or tie a rope to the center of the canopy and peg the rope down to the g『ound so that 
• the rainwater can flow down. Please close the canopy when the『e is strong wind. Not doing so could break the poles. 

早包人I ,H!>e叫呈誓吾iii祉召早量01ユ0171�合qcf. ,H!>e叫暑召人卜�1オ|俎えはl7iLf, ユ目叫召01吾笞早OIi呈旦量号ユ叫旦呈ユ習もf()j曳晉01
豆亘丘号も怜」人1.2. UI習01召望召早，世E.AI ,H!>e叫昌世Of手全人1.2. 晉ヰフト早叫召今烈合L(Cf.

\60° -90° 

ペグは60°~90°の角度に打ち込むと
風に対して強く設営できます。
It Is recommended to drive 
the pegs into the ground at a 60°to 90°angle, 
as it will make the tents and tarps most wind-resistant. 

叫暑60°-90°叫召丘呈彗えI計巴叫吾OIi旦q召も閉l
叶号望キ烈合qq_

△
撤収時にはスタンディングテープを装藩して から撤収してください。次回立ち上げる時にスムーズに設営に取り掛かれます。

I Before folding, install the standing tape. You can start pitching smoothly next time. 
・ 沓才笹II/I告仝'1!!'a EilDI:!! 琶召卦芭草習フ1も怜l人12. cf号引Oil習文1望II/I. 旦cf�誓も料1咎天I望令烈合LICf.
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14 ベンチレーションを開ける事で空気循環が促進され雨天時や夜などフラップを閉じた状態でも涼しく過こす事が出来ます。
By opening the top and under ventilations, the ai『 circulation is facilitated, and able to stay comfo『tably even in 
closed flaps fo『 the rain and night. 
剋国叫101せ量望円吾フ1合咎011彗皆甜Xjl::ll7t2-E旨OILtDP.J-OII晉晋量世呂俎吼OIi人1丘人1憩さ回1豆．漣今毀合Liq,

△ 
ターブ内側にあるウェビングテープはテントとの連結用です。連結をしない場合は、取り外してこ使用ください。

＇ 
There is a webbing tape inside a shade skin. This is used for the connecting with othe『tents. If the tarp is not 

• connected to othe『tents, it is not necessary so that take off the tape fo『using the ta『P・
E匡LH早OIi毀セ判10児! EilOI互e剋巨叫包召；；Pl早I芭孜国qq_包召；；fXI苔邑召早，邑己.1;;f01 人f吾；；ft! 人12..

テントとの運緒 I Connecting with a tent I 即巨叫包召計フ 1

本製品は、 コ ールマン製のキャノピータイプのテントとジョイントが可能です。

ジョイントはタ ープ設営後に以下の手順で行います。
This tarp is able to connect with a tent made by Coleman. 

Fo『connecting to a tent, please follow the below steps after the tarp is pitched. 

邑刈居•色晋哩01 世口H計セヲH.!:c.豆IE棺」剖巨叫包召習今毀合LIC梱．名召習暉-EE��冷歩；I 季，日号OJI 合人1曇［［匡凶人 12.

1 タープに付属のジョイントフラップを背面のリングにトグルで取り付けます（図—l)。
ジョイントフラソプの上面にジョイントポールを取付けます（図ゼ右）。
Hang the joint flap on the ring by toggles (Figure-1). 
Install the joint flap pole in the joint flap (Figure-2 Right}. 
剋巨杢包巨晉晋畏�Oil烈告岩晉臣ユ昏人f号•計():j Eド団I早祉計凶人12(ユ岩ー1).

王刊巨晉習ざ世Oil王刊巨晉CH量早掛計凶人12.(コ卦22.e琴）

図ー1 I Figure-1 Iユ目ー1

ジョイントフラップ用ポール
Joint Flap Pole 
王包巨晉翌号晉日

→ 

図21 Figu『e-2 Iユ吾ー2

2 タープのフラ ップとメッシュを巻き上げます。
Roll up the flap and m esh of the tarp. 
Et旦；£1晉晋叫aJI令I暑召0日旦2.1�人1.2.

3 ジョイントするテント側のキャノピーを巻き上げます（図3)。
Roll up the canopy of the tent for connecting (Figure-3). 
包召計ユxt計e 剋巨£1'1貼丑I昌召0日昏己l�Al.2.(ユ吾—3)

サイドフラップ
Side Flap 
人fOIS晉君l

キャノピー付テントとジョイントする場合は、
テント側のキャノピーは上に巻き上げておく
（※サイドフラップは除く）
When connecting to the tent with a canopy, 
a canopy needs to be 『olled up 
(※except side flaps). 
ヲ貼丑I�亘叫包召望召早，�H!>e叫量召01量岩qq,
（※人IOI!:=. 晉晋gxJ岡）
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□
」

4
 

5
 

6

ジョイントするテントをタープの中に移動し、位置を決め、1で取付けたジョイントフラップをテントにかぶせます。
Move a tent into the tarp and decide the position. Drape the joint flap installed at 1 over a tent front side. 

包召もにl刃計·e 剋巨晉Ef互吾習2呈呈召早，早は1晉習せq号1.DII人1早甜せ王包巨晉晋晉剋巨OIi国2せ人12..

△ 
フラップをかぷせてテントとジョイントする仕組みです。完全に雨・風・虫等の偶入を防ぐことはできません。

＇ 
This is the st『ucture of putting a joint flap over a tent. This st『ucture is not able to p『event rain, wind, insects and 

• so on from entering inside completely. 
晉習醤生悴I�§.2f翌召計セ子王望LIQ.�I、 �f酋国叫l!!I弁g量牲をさI国醤今セ製合LIQ.

テントのフロントポールにジョイントフラップがしつかりかぶさる様に調整します（図4)。
Adjust the position of a tent for cove『ing the joint flap fully (Figure-4). 
剋巨互邑巨晉 CHOII玉包巨晉晋01刈ICH呈翌さl.!i:.旱玉習甜手せ人12.(ユ吾—4).

ジョイントドローコード
Joint Draw Cord 
王引巨二呈早丑三

△ 
ジョイントフラップがなるべく真っすぐになるようにテント位置を決めてください。

たるみ、又はへこみなどがあると雨が溜りやすくなります。

• Decide the position of a tent in order to make the joint flap st『aight. Some slack may gathe『 『ain water. 
王包巨晉晋017f岩色号�t呈丘I丘昂剋巨早因暑召も怜」人12.. コ誓ス1苔9.'1! 曳呈01ユ望令烈合qq_

テント位置を決め、テントをペグで固定します。
※ジョイントフラップの端を固定します。ジョイントフラップの端のフックを本体のメインポールにあるリング（図5A)に引っ掛け
ます。もう一方のジョイントフラップ端のループをテントのフロントポール固定ペグに引っ掛けます。引っ掛けられない場合は、ジ
ョイントフラップ端のループをペグで固定します（図—6)。
Decide the location of the tent and fix by the pegs. Fasten the end of joint flap. Hook up the end of joint 
flap on the ring of main pole {Silver/Green) (Figu『e-SA).
Hitch the loop of the joint flap end on the peg of tent f『ont pole. If hitching the loop is difficult, peg down 
the loop of joint flap end {Figure-6). 
剋巨早1大I 詈召包早，剋巨詈到2里ユ習さ怜」人12..
※王包巨晉習晋曾ユ恐も怜」人12.. 王包巨晉習晋9.I季ヨ量邑対121 IIJl'2J晉OIi烈-E�(ユ吾5A)Oll 7i付人12.. 庄q邑王包巨晉晋晋叫早互曇
剋巨互巴亘晉曾ユ習計ユ烈セ盟OIi召q手俎人12.. 歪！今filセ；そ9-0II-E王．包巨．晉•習温'9.I早旦量坦12.呈．ユを甜李•全l人12(ユ目 ー6).

7

8

，

 

ジョイントフラップ直ぐ上に被っている本体フラップの端のループをペグで固定します。この時、ジョイントフラップに被るようにし
て隙間をなくしてください（図5B)。
Fasten by the peg through the loop of the flap over joint flap. Cove『 the flap over joint flap closely without 
space (Figu『e-5B),
玉包巨晉習卦呈早IOll¥i!き邑対I晉昔留21 早丑量嗅2呈ユ召も怜l人1豆. 01 暉，昌01遇フ1スI Pl丘号玉包巨晉世号卦祉もI包召さf� 人12.
（ユ吾ー5B).

二
、 → 、,>- - , 

’ 

図6 I Figu『e-6 Iコ目 ー6 ,'ヽ

� —?
＇，図ーSA I Figu『e-SA Iコ吾SA 図5B I Figu『e-5B Iコ目 ー58

►
 

ジョイントフラップの縁に通っているジョイントドローコードをしめ込み密着させます。この時、ジョイントフラップがなるべく真っ
すぐにたるみのないようにします。
Pull the joint draw co『d which passes at end of joint flap and stick closely. Adjust the position of a tent in 
order to make the joint flap st『aight.
杢包巨晉君£1旦人�2.1暑•昏q邑巴早，杢包巨三呈早曇包召も阿坦計人Iヲk」人12.. 01暉，杢包巨晉晋01丑望計f7ll習対晉今毀丘号舌怜」人12..

タープ側のウェビングテープを、ジョイントするテント側のフロントボールに巻き付け、完全に固定させます。
テント側の前室のルーフ部分にテンションがしっかりかかっていることを確認してください（図—7)。
Fasten the tarp with a tent fully by putting the webbing tape around the tent front pole. 
Check the 『oof of a tent canopy area if tension is good enough (Figure-7). 
E巨琴£1判|岩EilOI竺暑包召もた剋巨琴£1竺�_§_晉［岡I召ou狽桓1ユ召も怜l人12
刊巨琴召赳£1 ス1号•早里Dll函全！舌l.:i!習£1毀告•ス1塩�もH手凶人12(コ•国 —7). 
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フロントポール
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-
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-

Front Pole 
-
-
-
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-

丑屯巨晉'"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ジョイントするテント
Jointed Tent 
臼召計ヒ刊巨

カバーを
下方からのぞいた図
The upper view of 
inside the joint flap 
刃田昌温q因早日毀晉叫叫ユ忌l

図71 Figu『e-7 Iコ吾 —7
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□
」

> II-4(P.6)の続きはここから
Continuation of D-4 (P.6)
II-4(P.6).2. ぽ！早邑き叩I早Ei

1人で設営する湯合 I In the case of setting up alone I 1国01習えI習召早

c 手前のスリーブの端を持ち、メインポール（シルバー／グリ ーン）を押し入れながら、シェー ドスキンを完全に立ち上げます。立ち上
がったら、メインポール（シルバー／グリ ーン）の手前側の端を、シェー ドスキンのコ ーナーにあるアシストクリップに差し込みます。
Hold the end of sleeve and stand the shade skin completely while pushing the main pole (Silve『,'Green).
After standing, insert the assist clip located at shade skin corne『 into f『ont side main pole (Silve『,'G『een) end. 

合己胆．温量召コaJl'r.!晉CH(彗l::li/コ包）量旨叫円人1部[DIE仝四量牲砲I昏q釦1祉人12. コ嘩，晰1包晉CH(紐l::lj/コ包）笞考釦い[DIE
仝烈只人�2.IOII烈-EOl人|仝：巨号固OIi 7JI早|湯Q�人12.

會

A
手前のスリ ーブの端を持ち、メインポール（シルバー／グリーン）1本を押し入れながらメインポール（シルバー／グリ ーン）の手前
側の端を、シェー ドスキンのコ ーナーにあるアシストクリップに差し込みます。
Hold the end of front side sleeve, and insert the assist clip at the corner of shade skin into the end of main 
pole (Silve『/Green) while pushing the main pole (Silver/Green). 
合己1旦．只．刈己1昌召ユ．叶1包晉,cH(全！出／ユ豆!J 17H量•茜·2j湛.2�人�. Dll包晉CH(全廿／ユ毛!)£1望琴吾曾舗OIE仝そ！旦人1己岡I烈セ: OJ人1仝巨
昌固OIi}}怜l壌2.{l人12.

メインポール
Main Pole 
叶I�晉CH

アシストクリップ
Assist Clip 
QiAI仝巨号吾

設置時のボールの形に注意してください。S字になるとポールヘの負荷が強くなり立ち上がらなくなるため必すアーチ状の形でポールを

△ □ょSこ!;�;e of the pole shape in setting up. If the pole shape becomes "S" shape, the ta『p can not stand up 
• because of the ove『load to the pole. Be su『e to set up the pole with "Arch" shape. 

包文1人1晉!?.I吾哺Oil手叫計Ail.£1.Sスtフt三1'2'! 晉Oil召叫セ早計フt,i刈習Ail号今祖2旦呈世三人10は1旦甘2呈晉晉世えI言fAil豆．

B
メインポール（シルバー／グリ ーン）のクロスしている中心を片方の手で持ち上げ(lm程）ながらアシストクリップで固定されている
3ヶ所のポールを立たせます。中心を持っている手をまだポールがアシストクリップに差し込まれていない方のスリ ーブの端に徐々
に移動し、もう片方の手でポールを押しながらスリ ーブを引いていきます。
Lift the center of c『ossed main poles {Silve『/Green) up a『ound 1m f『om the ground. Afte『 that, move you『
hand g『adually to the sleeve end which side of assist clip has not been inserted yet while standing the 
poles al『eady fixed by assist clips, and pull the sleeve end while pushing the pole by the other hand. 
ヨ呈仝-8 OIi包晉(�l:li/ユ引）£1否甘曾咎合竺呈晉Oj(1m恐丘），Oj人1仝巨晉固竺呈ユ恐包人ll丑Cil£1晉晉人評l手出12. ユ季，OIi包晉
琴斗合呈晉01OjAI仝巨．晉国OIi美耐烈XI 8よき合己1旦．晋·9.呈利利もI器フI� 人12. 01rrt1, cte合き晉呈午亘円人1合2.l.!::1.昌�7:j平凶人12.

Loop(Green) 
早"iユ芭I

立ち上げの際は片手でスリ ーブを
引きながら、もう片方の手でポールを
ゆっくりと押し入れます。
When putting up each pole, 
pull the sleeve with one hand 
and push the pole in slowly 
using the othe『 hand. 
.\II呈叫セ芭会竺呈合叫旦量甘フ1巴人1
qi; 且き竺呈晉晉利租ち1世q湯合Lief,

立ち上げの際は片手でスリ ーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっくりと押し入れます。スリ ーブを持たすに押し込むと、ポール

△ 
が折れたり生地が破れたりします。

＇ 
When putting up each pole, pull the sleeve with one hand and push the pole in slowly using the other hand. Poles and 

0 
sleeves may be damaged if the sleeves are not held when putting the poles. 
晉闘晉唇叫人1彗[ffe世三人1舎己1旦昌甘ユ午亘�AIS?..舎己1旦昌習Al 8tユ堪7JLf, 晉CH晉甘Of's'7阻晉CH叫舎叫旦フKきせ晉今毀合Lief.

Go 五虞賞—呈五琶---+

--、‘
-

' __ , ・’

中心を持ち上げて3ヶ所のポールを立たせます。
Lift up the center of crossed main poles and stand the poles. 
吾4呈呈q呈叫All ir�l£1晉呈刈引李.iAIQ
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