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品番 2000031 582 manual 
品名 DOME SHEL TE-R /with SIDE WALLS 
サイズ l 82(W)X257(H)mm

撤収手順I Folding instructions I もHi11 全人1

1 シェードスキンを固定していたペグ、ロープをすべて外します。

2 シェードスキンコーナーのフック、ファスナーテープをすべて外します。

3
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Take off the pegs and 『opes.
卦IOI!=. 仝引号ユ咎包盟，呈互曇旦旱Xil7拮怜l人12..

Take off the hooks and hook and loop fastene『s at each co『ne『.
舗OI!::. 仝召旦人�2.IOII烈E季ヨ．， スIII-J EilOI互詈丘旱Xil.7-i計仁人12.

サイドウオールを外し、シェードスキンからポールを外します。四隅をきれいに広げ四角形にし、下図のようにしてたたみ収納します。
Take off the side walls and poles f『om the shade skin. After making the shade skin in a squa『e shape, fold it 
up as shown in the following figures. 
人tOIE雀呈邑•叫計工l,'1l!IOIE仝そ!OllA-J晉呈巷己I習LI叶. Lil旦人�2.1量歪t音れを！季ot魂コ．居l叫召01召0因旦世らl手全IAl.2.

<37 <Y 
両側面を折リたたむ。 更に中へ折リ込み、1/4のサイズにたたむ。 それを縦に二つ折リにし、同様に2回縦1こたたむ。
Fold both ● nds inward. Fold it fu『ther inwa『d to make it a 1/4 size, Fold vertically in half and do it again. 
宮琴丑呂醤2-.IAIS?.. せ2呈図色拿，1/4ヨ71呈醤S?.<!AIS?.. All呈皆習2呈世2呈醤き享，叫Al吾望●問llil2<1人12

生地を濡れたままで収納すると防水効果が著しく損なわれ、色移りやカビ発生の原因となる為、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。

＇ 
If the shade is sto『ed while it is still wet, it could lead to discoloration and mold germination. Afte『 each use, please make 

• SU『e that the shade has become sufficiently d『y before sto『ing.
叫旦司01癸き刈呈兒世；；旧岩今豆叫フH昧；；1 国OjXj祖燐OIL卜吾岩01皆過叫憩�OI� 今毀合Liq,
人H吾卒ot1eci己1号量:Xii,i計ユ．溢皆己叶号旦世；；f� 人12.

フレームそれぞれのパーツを設営時の逆の手順で取り外し、たたんだ後ポールケースに収納します。
Take off the poles in the 『everse order to installation, and put them into the pole storage case after folded. 
乙国£1互：叫1習叫巨．暑笛えI烈晉:11胆fせ叶全人1呈． も籾I包季，昔OjA-j晉•升101仝:OIi堪2.凶人12..
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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�!!: 古!!'.烹？：
゜

�mmended that you start folding it in the middle as it will keep the tension even throughout• the shock co『d(『ubbe『) and allow it to last longer. 
晉CH曇見世望叫習吾習早日晉711£1\!! 企ヨ五三（コ旱）召月1011ぜ省；；1711哲0171哺月企ヨ五三斗今習01�Oj召Liq,

� ＼ ポール � 
Pol● 
晉CH

: : >---ーショックコー ド、 Shock co『d
企ヨ

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 
晋哩ヨ叫0日子包豆1人f人1醤里•皆人1召甘干•丘．社CH呈532包亘惜i's 2吾TEL. 1577-5932 www.coleman.co.kr 
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The Outdoor Company'" 

Model 2000031582(300) 

2000031583(360) 

DOME SHELTER 

/300&360 

WITH SIDE WALLS 
［ドームシェルタ ー/300&360サイドウォ ール付］

［吾舗Ei/300&360 人�OI三醤丑習］

取扱い•組立て説明書

Handling and Assembly Instruction Manual 

季IE ・ 王固彗国人1
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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. 

X恒I晉刊Xii吾曾干図甜手A人1召朴酋qq, 省xi人間IE�H今フf習叫丘号習習担召仝詈せ国も怜」人12. 昏OILf Lf畏フに1吾邑Xii吾曾合社人It!
早2�フf烈Eクg□12.1刈l7i屯季含！えIもf�人12.
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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。
●テント、タープの設営は基本的に2人以上で行ってください。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

プノトのフライシート、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. 
● Setting up of the tent and tarp must be handled by two or more pe『sons. Use of excessive force 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 b『oken 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 area 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 o『 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 ta『p. Please check the condition of the ground su『face where you are 
planning on setting up the tent and tarp beforehand. 

● When you will be away f『om 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 ta『p a『e waterp『oofed, wate『 droplets may eme『ge on the inner surface if the『e 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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各部の名称・セット内喜 INames of the items and what are included I� ば�I吾叫国咎叫 Ail巨子俎
-------------------------------------------------------------------------―’

セット内容 I Items included I Ail巨露
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。
Belo『e going out, please make su『e that all Items a『e Included In the package. 
叫fAl7I召Dll'2:!Xi早吾吾•早琴fXI年|塩咆紐嘔
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丘己五ばは篇叫？二二二二□：
●スチールベグISteel Peg I� 國"'I Xl2 
●サイドウォールISide Wall I AfDI専醤X2

設置時 I Pitched Image I 彗え1人1
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2000031 582_manual DOME SHELTER /with SIDE WALLS 

□
」

1 設営手順 I Installation instructions I 釦I�人� I 

’’ 
シェー ドスキンを広げる
Spread the shade skin 
卦101三仝烈昏習包q

1 シェードスキンを広げます。

Spread the shade skin. 

1-1101三仝召呈習昔Liq,

III 1 芦詈�!: I 

3 ル—フポール（リッジ） 2本をそれぞれのスリーブに通します。ポール端部をポケットに差し込みます。

Put each roof pole (ridge) through the each sleeve, and insert the end of pole into the pocket. 

早五晉哺（曳XI) 2刈暑叶叶合叫旦OIi琶叫人ltJLlq, 晉晉早岳曾巫哭OIi}}怜l場合Liq,

△ 
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。
ルーフポール（リッジ）は上にアーチするにようにセットしてください。

I When putting up each pole, pull the sleeve with one hand and push the pole in slowly using the othe『 hand.
Set up the 『oof pole (『idge)upwa『d like a『ch shape. 
晉CH暑暑叫人ほ!11/1, 世三人1合己匡．量甘ユ午亘凸人12..
早旦晉哺（曳スIle視早岳01 OほI習哺フf丘匹．号笞えIき冷IAl2

2 ル—フポール（リッジ） 2本を伸ばします。

Put togethe『 roof pole (Ridge) x 2『espectively.

早互晉CH(曳XI) 2哨暑旨2.l{l人12.. IIII I r.�:�
1はご裟!�ットする

0因晉CH(叶1<2.1)呈彗大1etq

4 アーチポール（メイン）4本を伸ばします。

Put togethe『 arch pole (Main) x 4『espectively.

0肉晉ctl(Dll'2.!)4 7H詈旨固Llct.

△ 
ポールを伸ぱす際には、苔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 break.
晉哺量旨国1I/1□fCI量色を言I癸竺せ人12. 刈lctl呈癸�I祉呂召平，晉哺フf早己召令毀合qcト △ 

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 sure that each joint is fully inse『ted.
• If each joint is not fully inse『ted, it could cause the pole to b『eak.

晉CH詈旨醒哺口に1詈せ召言I妥竺d人12.. 刃IQI呈癸XI笞呂召早，晉CHフト早叫盈今以合qc卜．
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三
2000031 582_manual DOME SHELTER /with SIDE WALLS 

□」
5 アーチポール（メイン）をそれぞれ1本すつセットしていきます。

Set up the arch pole (Main) respectively. 
0因晉CH(llll包）号召召17料彗対習Lief.

ループ（レッド）
Loop (Red) 
早互(�I!:)

---·· ， `
、.--

, __ , 
-
--
--
-．． 

ループ（グレー）
Loop (Gray) 
旱互（ユ叫IOI)

アーチポール（メイン）をスリーブに通し、シェードスキンのコーナーにあるエンドピンにそれぞれ差し込みます。
Put the arch pole (Main) through the sleeve and inse『t the end pin that are attached to the shade skin
into the pole end. 
0因晉:CH(Oll'2.!)号合己仕瑣I暑叫人1烈季，'i'�IOIE:. 仝召旦人�2.IOII烈E剋！三．モ!Oil :z.t:z.t刀|早|填Oj手ゃ」人12..

アーチポール（メイン）
Arch Polo (Main) 
0ほl 藝[ff(叶l包）

►
 

�1-ヽ、
‘‘‘‘‘‘

‘
‘ 

►
 

ループ（レッド）

：
＇ ーム ― - - - -

, 
Loop (Red) 

·•旱"''叫l三）
,.

じ、｝ヽ

ヽ
�

9
9
 

lwlti� 翌翌五三誓芦�l��!ain)

6 シェードスキンの各コーナーにあるフックをアーチポール（メイン）にかけ、面ファスナーテープでクロスしたポールを固定する。
Fasten the shade skin to the arch poles by putting the hooks that are attached to the shade skin onto the poles. 
Fasten the a『ch poles (Main) by w『apping the hook and loop fastener a『ound the a『eas whe『e the two poles 
a『e c『ossed.
'l'�IOIE:. 仝�£1叶旦人忙IOII烈e季ヨ曇0因晉CH(川1'2.!)0II召.:i!,AI国EilOI丑呈ヨ呈仝晉哺暑ユ習も怜」人12..

►
 

►
 

｀＇ 
設置場所を決めベグで固定する

I Decide the installation point and peg down the ta,J 
姻召仝暑習包早，叫Iコ呈哀泡q I 

ポールをスリーブに通す際は引っ張らす必す押し入れてください。

△ 
ポールをエンドピンに差し込む際、指を挟まないように注意してください。

＇ 
When putting the pole through the sleeve, be sure to push it in instead of pulling. 

• When inse『ting the end pin into the pole end, please be ca『eful not to get you『 finge『s caught. 
晉邑合叫旦Oil晏叫人1望llftE召0ぼ7l"JC.I彗ユせE人1昔叫人1',;)OJ手せ人12.
晉呈'1!!.!:lc!Ollnl判濯晉曙，合フ国01 l/lOl"JC.I sよ!r.号手斗；；怜l人12.

7 設置場所を決め、図のように8ヶ所 のループを風上より順に(A-H)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 d『iving the pegs into the ground through the 8 loops 
diagonally (A-H) as shown in the figure, sta『ting from the most windwa『d one.
笛犬1習召仝暑習芭季，ユ固叫召018天Oll早互暑l:lf晋01量OJ2e岩習Oll [[f2. 肛胆托i皆習2呈哺曾卦0松Hきえll暑ユ習も怜」人12.

G
 

H

.... 噸 噸

c

A� 

Wind 

B 

D
 

F
 

E
 

\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 d『ive
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'.9.I吋王旦笞天I計巴U惟団I !a.q召も団I
哺号誓今烈合Lief,

7
 

8
 

11 口



三
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□
」

m 1� る�!���!!�。 securely install the ta『p on the 
呈丑詈号叶人1ユ習包q 置l1: 芯芯

―

l虫芸ける

人 tOI三．溢l号•含！えIをq

8
 

ストームガードシステムはシェードの安定性を高めます。
各コ ーナーに付属のロ ープを結び、図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 storm guards and then pegging them down to the ground) improves the stability of the tarp. 
Tie the 『opes that a『e included in the package to the corne『 loops and storm gua『ds on both sides of the 
tarp and peg them down to the ground. 

仝琶フtE人1仝昔呂舗OIE.2.I世習ざ昏習8人ltJLlct. :z.t只．人1己間I呈．丑量号OjA-jコ吾叫召01嗅旦呈コ習司凶人12..

ge
 

グペ
P四「

上図の要領にて4ヵ所にロープをセットし本体から約lm程離れた佗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 4 spots as shown and d『ivethe pegs into the ground approx. 
lmete『 awayfrom the tarp, as shown in the figure. 
Tighten the ropes using the guyline adjusters to a point 
whe『e the poles will no longe『 move back and forth or sideways so much. 
判琴ユ引叫 �014天OIi呈丑詈笞云1;;口．邑えllOII人l!!l1m召丘習q召年はIOII叫邑叫0いに1習甘Liq,
豆丑昌世巳；；1号Oj>-j 晉[Hフf笞判叶早豆呂?>JOIXI Fl丘号王習；；怜」Al豆．

，サイドウオ ールを広げ、サイドウオ ールフックをシェードスキン内側のループにそれぞれ引っ掛けます。
Sp『ead the side walls, and hang the hooks of a side wall on loops. 
人fOIE:. 醤昏習を！季，朴OIE:. 醤季ヨ曇�IOI!::. 仝屯世琴£1早丑,OIi :z.t召包召習Liq,

中心のフックとループは赤色になっています
The hook and loop at the cente『 is 『ed
フf岳CJI早岳£1季ヨ叫早互ヒ号色』

スト ームガー ド
Storm Gu●『d
仝暑7fE

自在ロ ープ
Guyline Adjuster 
呈互

自在の使用方法
The usage of guyline adjuste『

呈互人t�皆固

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 adjuster 
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 『ope using the guyline adjuste『.
呈竺晋曾仝暑フにこ!?.I早竺OIi号合Lief.
盟詈国ユ呈三詈召叶人1号き季，呈三斗召01量王国習Lief,

自在パーツ

ー

△ 
大きなサイズのタープは構造上、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 large ta『p is naturally prone to the effect of w ind due to its st『ucture. Be su『e to use the sto『m gua『d each time 
you set up the tarp. 
吾人fOl2'21 Eに注=,,王俎，�f吾.2.IAi習昏世フ1告合Lief. 世三人I'仝唇7f三＇量誓邑も怜lAl.2.

，
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