テント・タ ー ブ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。I If you stow the tent while it is still wet, its wate『-proof pe『fo『mance will
significantly dete『iorate. The『efore, please carefully clean and the fly sheet and inne『 tent afte『 use and then fold
and stow them afte『 making su『e that they have dried up. I剋巨糾叫互21叶旦到昏癸色刈呈旦世；；f'2'! 岩令立叫7fヨオ1望OJXl,ll
�LI叫． 人 f�:i;tOIIE�2.fOI Al巨OILi'11!巨(Ef竺21召平，仝そ!)OIi晉•き2国量·Xjl7j;;に1吾li'引召王 人 l'i'.!C:f号竺世；；f� 人12.
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長方形を更に中へ折リ込み、1/4のサイズにたたむ。
前後の屋根の四隅(0印の箇所）を持ち、中央を折り込みながら半分にする。 両端を中へ折り込んで長方形にする。
Pick up the 4 corne『 s of fly sheet and fold in half.
Fold it further inward to make it a 1/4 size.
Fold both ends inwa 『 d to
make a rectangular shape.
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取扱い•組立て説明書
Handling and Assembly Instruction Manual
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更に中へ折リ込み、1/ 4のサイズにたたむ。
Fold it further inward to make it a 1/4 size.
せせ日せ琴2里召合LI叶.¼AIOl3至召合U叫.

��·亨
フロント． ”

ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたむ。
Fold the side surfaces
inw●『d onto the doo『s.
5::0j 葺吾-lei.<?.里AIOI三円呈せ琴2里召合LI叶．
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たたんだインナ ー テントを30cm程ずらすようにして縦にたたむ。
Slide it so that the lower portion becomes longer than
the top portion by about 30 cm. Then fold it v●rtically.
01c氾巨21溢叫召0130cm召三文101,1叶丘号祖合LI叶．
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空気を逃がすためにフロント•バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから 、四隅をきれいに広げ四角形になった状態
で、下圏のようにしてたたみます。
Afte『 taking off the inne『 tent, sp『ead it on the ground. Open the bottom portions of the f『ont and back ventilation doo『s.
Afte『 the inner tent has been spread up on the ground in a squa『e shape, fold it up as shown in the following figures.
晉叫岳叫せOlli剋巨暑豆1人1吾フ1フf珊XI圧号竺邑巨，遇圧Oj£1もf早詈望q菩合Lief. 刊吾014丑邑晉豆1人Hzt 習竺呈世岳与I Of2.胆I
コ翻岩召合Lief.

Model
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インナーテント、グランドシ ート、フライシ ートを固定したペグ、Dリングに掛けたフック、内側にある面フアスナーテープを
全て外して、 フライシートを下固のようにしてたたみます。
Take off the inne『 tent, the g『ound sheet, and the fly sheet. Remove all pegs, ropes and poles that have
been installed to hold the fly sheet. Then, fold the fly sheet as illust『ated below.
OILi剋亘，コ叫を丘人1巨，晉叫01人1里暑曳却LH�人12.. 晉叫OIAl巨量ユ習人It! 旦モ到叫呈.!!, 晉曾刃Iフ1計凶人12.. 日号，晉叫OIAl亘量
Ofi!.Hユ国叫召01沓合Llc.t.
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ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、フライシートとインナーテントを下囮のように巻いて、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 fly sheet and inne『 tent as shown in the
figures below. Stow them into the carry bag.
晉量召早晉q湯色季晉升101頌|今廿もに！晉叫OIAI巨叫OIL-J剋巨量コ諏浬固Of人1今訊101仝OIi今廿甘LICf,

ポ 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 ド（ゴム）全体に均 に、テンションがかかり、ショックコ
ドの寿命を伸ばす事が出来ます。キャリ ーバッグに収納する際は、固く巻かないと入らない場合があります。
When folding a pole, it is 『ecommended that you start folding it in the middle as it will keep the tension even
th『oughout the shock cord (rubbe『) and allow it to last longer.
晉cH�!i!世望叫召吾習早日習:>II丘児！企ヨ丑E(ユ旱）召対IOIIせ望きl:>11租0171哺刈企ヨ丑三斗今習0ぼ担rnqq.
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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.
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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『

11

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.

口

19

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,
SydneyCorporate 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

objects and flatten any uneven surface befo『e installing the tents or ta『ps, as they could cause damage to the
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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
�DANGER

I

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

△ CAUTION

I

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.

2

11

口

●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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--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------セット内容 I Items included I Ail巨子ざ
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 camping, please make su 『e that all Items are Included In the package.

人f号計人1フ 1 召 OJI'2:!Xi 早吾吾•早否計 XI \\t呂XI 喜包 �ft! 人12

●フライシ ート IFly Sheet I 晉叫01 人1 巨 Xl
●インナ ー テント I Inner Tent I Ol"i 畔 Xl
●グランドシ ート I Ground Sheet I コ叫岳三人1 巨 Xl
ポール（センタ ―) I Main Pole (Center) I 叶|包晉({:!!El) Xl
ー I
I

E

卑世•世叫人 1 手叫人棧習
△芦 I

邑手叫詈旱人1計ユ晉妥呂皆固竺呈人H邑も肉Lt王岩習召早，人にlLt早ざ号•仝！対1を合•さ庄セ昌硝
合もl フ|肖遇曽今烈合qq,

●人t�を季OIIE日2.-J号曾·Xiiフ1計ユ．晉習叫人1与世卦全l人12.. 否！呂令tEH呈旦世も閉I丘II"! 皆令豆叫フt�天恒I習OjXIユせ燐，吾営 0 1世せ担Iを包 0 1
目LICf,
e1::11号竺呈包哺邑え117f癸毀号召早OIi告フ桟逹！習己1召王人IヲI�人12.. ユ叶呈旱円皆令豆叫7f�J:恒I習OjXIユ巴燐，吾岩 0 1皆過21翅包 0 1目LICf.
eAil� 蓄暉ヒ昌71量刃17-Je:!"癸呂咎2呈居呂季召皆叫人1旦世も怜l人12..
●人IL-J.�祖！号•弁-71�刃I量人f�i,団I丘II"! 国糾，咀社21邑圏 0 1 s=.1困互色！巨,LfキXl7f吾 0 1曳フ歪！早叫フト烈合LICf.
●晉CH 邑対IOII邑邑令差OILf !詞，音邑llH哭 0 1甘邑季 旦世も怜」人12..癸竺甜呈旦世も団早�£1@'2.! 0 I目LICf,
●畏対I, 今虹1 0 1仝EAil詞XI Df� 人12..
・弁OfLド汁邑 0 121 合 0 1国XI i's扶告天OIi 旦世さ怜」人12..

ポール（シルパ―) IF 『ont·Rea 『 Pole (Silva 『)|旦蝉細晉（細） X2
ロ

:')

●自在□ ープ（ベー ジュ） I Guyline Adjuster (Beige) IXI刈豆丑("ilOIXI) X6
●ガイロ ープ（グリ ーン） I Guy Rope (Green) I 7fOI 呈王（ユ E!) X2
●スチ ールベグ ISteel Peg I 仝国咄 X32
●ハンマ ― IHammer I ちHOJ Xl
※ガイロ ープ（グリ ーン）はこ購入時フライシ ートに結ばれています。
※ Guy

Rope (Green) is tied to the fly sheet when the tent is pu 『chased.

- - - - - -----------------------------------------------------------------※ 7fOI 呈丑（ユ E!)g 子 •H>--1 号叫OI Al巨OIi 包召 S:IOJ 烈合 qq_

設置時

I Pitched Image I笞犬1人1

自在ロー プ（ベ ー ジュ）

＼

Guyline Adjuste 『(Beige)

-,;.f-r.H呈丑(UJIOl°AI)

ガイロ ー プ（グリ ーン）
左右lヶ所すつ

I

I�

各部の名称・セット内喜 Names of the items and what are included ば�I吾叫国咎叫 Ail 巨子俎

GuyRope(G『ee n)
2 Units (each left and 『ight)

フfOI呈丑（コ思）到年1フH凶

�';"

•1

戸

［ポ ー ル構造図] [Pole Construction Image] [晉子王丘］
メインポー ル（センタ ー）
Main Pole (Cente 『)
IIJI包晉 （牲Ei)

フロント ・ リアポール（シルバー）前方

Front·Rea 『 Pol e(Silver) F 『 ont Side

竺邑!';.•2.問晉（編Hi)召甘

インナ ー テント
Inner Tent

OIL1剋巨

Front·Rea 『 Pole(Silver) Rea 『 Side

4

3

11

互引巨 ・ 己回晉（羞団）季皆

口

フロント ・ リアポー ル（シルバー）後方

□

WEATHERMASTER® 4S T.P.CREST

.. .

···.

*

」

' .,..-

·

．

®

△
I

5

1

グランドシ ー トを広げ図のように72ヶ所のル ー プを風上より順に（①～⑫）対角線にペグを打ち込み固定します。 I Sp『ead a g『ound sheet
and drive the pegs into the ground through the 12 loops diagonally (①—⑫） as shown in the figure, starting f『om the
most windwa『d one. I コ叫岳E. Al巨昌叡l.:il, ユ酵暉12翠I旱出量H国01量012.E考合人1哺呈｛①～⑫）哺叶せ2呈妥呈卑Of包巨昌
ペグ
ユ習習qq_ ‘--‘
⑫ ④
Peg ..・ ・
後IR蝉『1回
・・・
⑪
Wind -----�- /・ ・・・
ペグは引かれる方向の反対側へ60'-90゜ の角度に打ち込むと風に対して強く設営できま京
__../
, '® . "-�
30�90, It is recommend ed to drive the pegs into the ground at a 60'to 90'angle, as it will make
.··
··
the tents and tarps mo,t wind-resistant.
··
···
········
地面IGround IXI屯 叫詈60"-90"21叱丘豆溢蔀旧AF即l旦叫召姻lcN号彗今毀合LICf.
_...
①
ー プが2つあります（グレ ー およびブラック） 。 グレ ー は外側に伸
ブラックのルーブ バックルがあるヶ所にはル
。 ブラックは内側に 向かってペグダウンしてください。 外側と内側
Black loop ばしてペグダウンしてください
ー トを取り外した時のポールの広がリを
にそれぞれペグダウンすることで、あとでグランドシ
輝荘
抑えるためです。
····
·· ··························································(·· ---@
················
.,Y
There ●『e 2 loops CG『ay and Black) are the buckle spots. Pulllng the gray
ここの約所はあとでペグダヴンします。
loop outward and d『iving the peg th『ought the gray loop. Pulling the
·~
These 4 spots are pegged down later.
@
black loop inward and driving the peg through the black loop. Pegging
01勾睦托浅2呈ユ釦IE早邑因叶叫．
down outward and inw●『d holds poles『 extending out and to keep the
｀— ®
right position.
前IF 『ont I碑
グレーのループ川量01烈セ天洲旱互フI 2>H烈合LICl.(::t叫IOI巽呈司） ::t�IOle"惰にと呈叫L胆i叫呈
Gray Loop ユ習計せ人12. 量叫き世琴竺呈叫誉ユ習計せAl.2, せ琴叫"I省至�Iヰヰ叫奮ユ習習竺豆A
醤令人1ユ叫邑三人匡暑岳叫彗暉吾到琶才叶2e交呈皆スI•目l岩LI叶
ユ司01早王

n

I�

メインポー ル（センタ ー）を伸ばします。
Put together the main pole (center)
IIJI包晉（性Ei)曇旨�Liq.

三吝誓rqead a ground·I
竺
デ詈

I

I

I�i亭芦

．

設営手順I Installation instructions I包対全人1

E-4

三

2000031 567_manual

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。IWhen putting togethe『
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.I
晉曾旨望11/1□fCI暑色召もI包召も比IAIS?..咎召もI包召計ス1紺邑人I, 晉DI早己i� 今烈合Lief

②

メインポー ル（センタ ー）を グラン ドシー ト の上に置きます。
Place the main pole (center) on a ground sheet.

哺包晉（牲Ei)暑ユ2.f岳三人1§. 早間1昏2.j菩合 Llct.

l

®

△
I・

グランドシ ー トはロゴがある側が前方になります。また、ロゴがある側が上向きになります。
The side Coleman Logo on the ground sheet is f『ont and upwa『d.
ュ己1岳•三人1巨e呈ユ71毀e琴01告至'�LI[}. 圧包，呈ユフ1早は1包至01¥1考'�Lief.

国

四盆認�;�太戸 卜する

6

III
2

I

互巴巨-2.101晉昏彗対習Liq

フロント•リアポ ー ル（シルバ ー）の2本を伸ばします。。
Put togethe『Front·Rear Pole (Silver) respectively.
三邑巨 ・ 己IOJ晉（雀叫） 27H昌包召習L(q.

△
f
・

3

晉叫01人1巨暑彗大I計ユ人1叫習qq

フライシートを広げてグランドシートにかぶせ、フライシートのグレーのルー プをグランドシートのグレーのテ ープのペグに引っ掛け
テ ープを引いてハリを調整します（計4ヶ所）。※フライシートは前後左右対称になっています。
Sp『ead the fly sheet on the ground sheet. Hitch the gray loops of the fly sheet on the pegs which a『e hitched by
the loop of ground sheet gray webbing tape. After that, pull the tape of gray loops of the fly sheet for adjusting
the tension(total 4 spots). ※The fly sheet's front and rear are symmet『y as well as left and right side.
晉叫01 人1巨量習対コ叫登三人1巨量暑01晉叫01 人匡:21主I埠早丑量コ己陪•三人匡.21紐Ej(OI丑叡I召季Ej(O匡．昌的四邑
玉召習Liq(き幻H). ※晉叫01人匡-"E 召季叫早E睦J.!2.呈丘IOJ烈合Liq,

フロント ・ リアポー ル（シルバ ー）をバックルがあるエン ドクリップにそれぞれ片方だけ差し込みます。
lnse『t the end clips into the front· 『ea『 poles (silver) at one side only.
竺巴巨 ・ 己IOJ晉(�t:ii)曾t:ii号01毀ヒ牲三号習q艮担iせ琴世包召習Liq.

•

グレ ー のループ
Gray Loop
コ�101早丑

スチ ールペグ
Steel Peg
仝国坦l

ポールをエンド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。IWhen inserting the poles th『ough the end clips,
please be ca『eful not to get you『 finge『s caught.I晉呂刊三晉EIOII癸呈叫合7国01 mo1x1�碁環手.21計tlAl.2.

△
I
•

テ ープを引きすぎないように注意してください。ファスナ ー に負担がかかりフライシ ー トが破損するおそれがあります。IPlease do
not pull the tape for adjusting the tension too much. The fastener gets excessuve force, and fly sheet may be
damaged.IEjlOI:!! 詈L-j旱's7IXI認丘号卒£1姻|豆. XI叩1早目詈歪令毀合Liq. 晉叫01人|巨7ぼ8晉令烈合qq
6

5

ロ

△

11

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。不臼な場合、ポ ー ルが折れる可能性があります。IWhen putting together
the pole, make sure that each joint is fully inserted. If each joint is not fully inse『ted, it could cause the pole to b『eak.I
晉呈旨国叫口fCI詈咎をもI包召も比囚Q.�召もI包召計スl酋呈人I, 晉01早己1習令烈合qq

I ;e� 芯芯字芦!e tent

□

WEATHERMASTER® 4S T.P.CREST
」

三

2000031 567_manual

7

ー
ー
ー
ー
フライシ トの中に入り、メインポ ル（センタ ）をフライシ ト内側の頂点に合わせて立ち上げます。
ー
まだ固定されていない側のフロント・リアポ ルをエンドクリップに差し込みテントを立ち上げます。
Ente『 inside the fly sheet, and put the main pole (c:ente『) to the top of the fly sheet and pitc:h the tent by making the main pole
(c:enter) stand. Also, insert end c:lips into the f『ont·『ea『 poles whic:h a『e not fixed yet, and pitc:h the f『ont and 『ear side of the tent.
晉叫01人1.§. 今2呈叶1包晉(�Ej)詈悪叫人1刃晉叫01人1亘LH早習習OIi斐香Lief.
0肉ユ習£I-XI 8t呂考竺芭_§_-2.回晉番'l!!!c.吾固OIi癸0ド乱巨曇彗えI習Lief.

ブラックのル ー プ
Black Loop
昏可早互

I�.
�
;,
烹
国

召t。

�t�

10

呈丑量包召計0� ユ習司71

スト

ー

ムガ

ー

ドシステムはタ

ー

pes

プの安定性を高めます。各コ

ナ

ー

ー

に付属のロ

ー

product package to the storm gua『ds and then pegging them down to the g『ound) improves the stability of
the tent. Tie the ropes (Beige) that a『e included in the package to the corner loops and storm gua『ds on

----

both sides of the tent and peg them down to the ground.
仝昌フト三人1仝埋色Ef竺：!?.I包恐さ番も玲払l�LI叫. zt五LiOIi豆竺量号·OJユ引叫坦1£豆ユ．恐人1引qq,
左図の要領にて6ヵ所にロ ープをセットし、本体から約1m程離れた位置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 drive the pegs Into th● ground approx.
1 mete『 away r『om the tent, as shown In the llgu『e. Tighten the 『opes using the
guyline adjust●『s to a point whe『e the poles will no longe『 move back and lo『th o『
sideways so much.
包琴コ即ぼ016天叶豆竺昏釦l●1ユ邑対IOllAi叫1m召丘唱q召引淑1日Iコ詈卦ot人1ユ恐菌LICI,
呈丑曇せ屯●1号OjAi晉叶フI望早1封早呈号OiOIスl甜三号王翌•tt」人12

Buckle
"i号
グレ ー のル ー プ
Gray Loop
ユ叫101早五
ポ ルをエンド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。1
△ When inserting the poles th『ough the end clips, please be careful not to get
•
your fingers caught. I晉叶昌咄三晉郡Oil美�II/I合フ国0111101ス1紺丘呈平叫も困人12..

スト ームガー ド
D『m<.,u●『O
目9匡

ー

8

I

フライシ

ー

ト内側にある面フアスナ

ー

テ

ー

ポー ル立ち上げイメージ固
The image of pole construction
晉'""旧01口l"I

Doc

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 て自在をしめあげます。
Tie the end ol guyllne adJust●『 to the loop attached to the sto『m guard.
Then drive the peg into the ground, hitch the rope onto peg, and tighten the rope
using the guyline adjuste『.
呈互晉号仝暑>I三"-I早互�I号合LICf,1111::!詈卦コ呈互詈>/oJAi号色早，呈互叫召01詈王習図り叫，
スト ームガー ド
Storm Guard
仝暑7f£

ー
プ を、前後のフロン ト•リアポ ル にとめて固定 します。

Fasten the f『ont・『ea『 poles with hook and loop fasteners inside fly sheet.

自在ロ ーブ（ベー ジュ）
Guyline Adjuster(Beige)
入1刈呈五(�IOIスII

晉叫01人匡．世琴OIi毀セ含巴哺仝Li EilOI丑呈望引丑包亘 己回晉晉召>J.f::il.召習Liq.
・

フライシ ー ト内側I Inside Fly Sheet層叫01人1巨せ琴

闘，

フロント・
リアポー ル
Front•
R●● rPolo
互芭旦己回晉

する
？
臼翌

前後のファスナ

i

り：：：姿，

をすべて閉めます。下図のように順CCD~⑩）にル

ー

い。また、①～④の前後のル

ー

プのテ

ー

ー

プを張り出しペグを打ち込んでフライシ

プを引いてハリを調整してください。最後にa~dの内側のル

ー

ー

トを固定してくださ

プ4か所をペグで留めます。

Close f『ont and 『ea『 fastene『s, and d『ive the pegs into the g『ound th『ough the 10 loops (①～⑩） as shown in the
figure, and fasten the fly sheet. Af te『 that, pull the tape of loops (①～④） fo『 adjusting the tension. In the last ,
the inside 4 loops of "a - d" a『e drive into the g『ound by pegs.
世吊121 T-1叫暑旦手世合LICI. 0周ユ目叫召色仝Ai呈（①～⑩）早丑暑盟9呈卦01晉叫01人1§.暑ユ習言怜JJ..12. 圧せ（①～④）£1笞吊早旦
EilOI丑量's"7l E!"司科2呈王習も怜」人12. □IT-l�OII a-d£1せ芸早互£I 47H仝量包巨固号2呈コ習習qq,

已·;

t�
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④',

孟旱
・ニ：姿:,

3c

900

地面I Ground I "I�
゜

M

a

I _G)

フアスナ ー を開けたまま設営すると、ベグで
固定した時にドアが閉まらなくなることがあ
ります。テー ブを引きすぎないように注意し
てください。フアスナ ーに負担がかかりフラ
イシ ー トが破損するおそれがあります。
Befo『e pegging down the tent,
please make sure all fastene『s a『e

\

@�-@

心竺

o
3c�
go
地面IGround'I 入II'!

ペグは引かれる方向の反対側へ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
叫皇60°-90回オ丘呈笹文lも児叫吾叶旦口召もl'I
q号世令烈合Lief

自在の使用方法
The usage of guyline adjuste『
呈三人I邑皆岩
UI>あげて調整する
Tighten and adjust
the tension
召Ofij
自在金具
Guyline
AdJuste『
豆竺モ

中間のスト ー ムガー ドは2本のロ ー プをリング
に通してそれぞれ結び、一 本のペグで固定して
ください。
*、
The sto『m guard located at the cente『
ー ジュ）
ー
自在ロ プ（ヘ
consists of 2 typos of 『opes CG『...
Guylint Adjuster(Beige) without guyline adjuster and Beige
,1刈旦竺間101,11
with
guyline adjuster). Tie the guy
,
rope (Green) to the 『ing on the tent
and put th『ough the ring tied to
Guyllne Adfuste『(Beige), and then tie
the end of guy rope (Green) to the
other ring on the tent. Alter that, drlv●
tho peg and hitch tho guy line adjusto『
(Beige) to the peg.
フ1をcJI仝琶フIE!e 2, 駒呈王量ユ己問lヰヰ
q召；；匝；；ト恒I叫2呈ユ召；；怜」 Al2

ゞ

大きなサイズのテントは構エ、風の抵抗を受けやすくなっています。「スト ー ムガー ド」を必すこ活用ください。
△ A large tent is natu『ally p『one to the effect of wind due to its st『ucture.
巨人ta1�21't!!巨.E子王�� 涅担I習包番日世合Lief.<仝．暑7卜E人1仝彗＞呈世三人1望吾さl手-�Al2.

・I

�:?�:�i�;:三三：

&�:゜；こそ；；

Please do not pull the tape fo『
adjusting the tension too much.
The fastener gets excessive force,
and fly sheet may be damaged.

Xllii暑習q菩色えい林IAIOII告叫2呈ユ吾甜丘
岳01胆|ス1琺曾今 烈合LIQ. EilOI旦暑Lj旱
Aillll印|スI�丘号手叫；；ftlAl.2.. ス|豆10!1
早目曾手q晉叫OI Al巨7fiきせ琶今烈合LIQ.

口

8

7

※⑥>0<E⑩について は、1-1で打ち込んだG)@@@)のペグに,1つ掛けます。®→①、⑦→®、⑧→④、⑩→②
※鑓は内側メッシュと外側スキンのル ープをまとめて一 つのペグで留めてください。
Reg●『ding®:z碑，please hook to G)@(砂's pegs that drive into the ground in 1•1.
⑥⑨should fasten the inn●『 mesh and oute『 skin loops tog●the『 with on● peg.
※⑥＠岬qに胆籾E,1-1叫召01etg=碑世巨国呈�I召LI叫．⑥→①，⑦→③，⑧→④，⑩→②
※鱈（呂た違拷翌ぼ/Al2121委叫狂XI-"! ユ習早互量邑[fl'201もIL園剋巨世芸旦至ユ召習Lli:t.

⑥

®

ペグは引かれる方向の反対側へ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 mak●
the tents and tarps most wind-resistant.
叫昌60"~90"21'I丘呈包えI計屯U淮団1,;q郡閉l
叶号誓今烈合qq_

、
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プを結び図のようにペグで固定します。

The storm gua『d system (i.e., fastening method that involves tying the 『opes that comes standa『d in the
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I :.芯之芯ットする
OILi剋巨量笞対習Liq

インナ ーテント後方にについているフ ッ ク（言t4ヶ所）をフロンドリアポー ル（後方）にかけ固定します。

Hook the inne『 tent rea『 side hooks (4 spots) on the f『ont·rear pole (『ear side) and fasten.
DI Li剋巨年間I暑q毀七季ユ（香4天）量丑吾巨・ 己IOJ晉（季岩）Dll .:il習習Llct.

まだ固定されていないグランドシ ー トのル ー プにペグを打ち固定してください（計4ヶ所）。

D『ive pegs th『ough the g『ound sheet loops which are not fixed yet and fasten (4 spots)
ot� ユ習!r.lAI ?1きユ叫岳•三人1巨．早丑OIi盟曾卦otユ習も怜」人12(き47H).
Front•Roar Pole
(Rear Side)

丑引巨 ・ 己1叶晉（享甘I

已□

ら，、芦：姿，

3c�
地面IG『ound I•II!!

°゜

°
ペグは引かれる方向の反対側へ60 -90゜ の角度に打ち込むと
風に対して強く設営できます。
II is recommended to drive the pegs into the ground at
a 60°10 90°angle, as ii will make
the tents and ta『ps most wind-resistant.
叫暑 60°-90°SI 叫丘呈笛大 I●t巴叫晉叶旦q 召も料I

叶号望今以合Llct.

121��

二濡覧誓レ戸 プにインナ ーテント頂点のフックを引っかけ、テ ー プを引いてハリを調節します。

Hang the inne『 tent.
Hook the top of the inner tent on the loop on main pole (Cente『)．
Pull the webbing tape fo『 tension adjustment.
OIL-j�.§. 暑Dll国0ド召召習Lief,
日柁！晉（牲日）£1早互OIi OILi刊巨主I笞8£1季ヨ量召LI目. EilOI丑量甘ガ思当昏王習昔LI吐

14

グランドシ ー ト奥のペグにインナ ーテント後方のコ ー ナ ー のル ープを引っかけます。

Hitch the inner tent rear side c:o『ner loops on the pegs of rear side ground sheet.
ユ叫呂E人1巨．包考嗅OIi OILi庖！巨．与I琴.I!.Li斗コ. 2.1詈•そqq,
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15

インナ ーテントのサイド下側にあるフックをフロント•リアポー ル（後方）のリングに引っかけます。
Hitch the inner tent bottom side hooks on the ring of f『ont·rear pole (『ea『 side).
＊
OILi剋巨圭巴司世Dll毀ヒコ叫量丑吾巨•己回晉 季岩）斗ぎDll�Liq.

17

インナ ーテントのサイドにあるトグルをフライシ ート内側にあるリングに引っかけます。
Hook the inne『 tent side toggles on the rings of inside fly sheet.
DI Li剋巨香�Dll烈七豆号量晉叫01人1 巨'LH.2.Iコ_2.間l�Llct.

｀｀｀｀
｀｀｀｀
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インナ ーテント前方のコ ーナ ー にある）レ ープをグラン ドシ ートのル ー プを固定しているペグに引っかけます。
Hitch the inne『 tent front c:o『ne『 loops on the pegs of ground sheet side loops.
OILi�巨召巴.nLiOII烈告早三詈ユ叫岳E 人1§.£1 早互昌ユ習計告嗅OIi召Liq,

|名;��;.:芯忠ば；!:C.�!t (front side) is not n!!!I
ユ叫岳三人1巨（碑） 01鱈暉吟

••••

インナ ーテント前にあるグランドシ ートが不要な場合には巻き上げることができテー ブルやイスが置けるリピングスペ ー スとして
活用が出来ます。グランドシ ート一 番前のル ー プをフライシ ートと共有しているペグから取り外します。フライシ ートのルー プは
引き続きペグに引っかけておきます。
In the case of the g『ound sheet Cf『ont side) is not necessa『y, the g『ound sheet is able to be rolled up and the
space a『e used as a living space with furnitures setting. Take of f the loops of the f『ont side g『ound sheet from
the pegs which a 『e hitched by the loops of fly sheet. T he loops of fly sheet keep staying on the same pegs.
OILi刊巨．笞0115臨ユ己耗きE人1巨.7 t量音！豆を召平.OJたEilOI量•ユt�llOi量旱コ. 7-j雀召そ竺呈．彗吾7梅習Liq.
コ己陪三人1巨咄臨1早丑量晉叫01 人|巨9ほ奸逹！叡1人1翌I習Liq, 晉叫DI Al巨21早丑E7-II今螂ぼ抑旨Liq,
フライシートのループ
Tho loop of tho fly shoot
晉叫OIA匡-•I早互

グランドシー トのループ
The loo of th● ground sheet.
r
ユ叫呂三人巨早王

グランドシートのIレー プ
Ground Sheet Side Loop
ユ叫岳三人1旦早王
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フロント・リアポー ル（前方）
Front•Rear Pole (Front Side)
三せ亘 ・ 己問晉｛召甘I

国
ー

フロント•リアポール（前方）が固定されているバックルをはすします。
Take off the buckle which front·rea『 pole (front side) is fasten.
丑包巨-2.101晉（召岩） 01 .:il習丘IOJ烈七出晉量差己1習Liq.

2
グレ ーの
ルー プ
Gray Loop
ユ叶01早王

仝ユ芭E�丑呈． 人 怜らも怜き召早

インナーテントを取り外します。
Take off the inner tent.
OILi'ci! 巨量刃l7i酋LIC卜．
渭グランドシート（前方）が不要な場合の1
Follow the instruction of 1 in VIII.
ユ叫呂三 人I§.(召岩） 01暑晋f1.芭召年211

渭グランドシート（前方）が不要な場合の2
Follow the instruction of 2 in VIII.
ユ叫を-E. 人1巨（召皆） 01暑晋豆包召�.212

4

3

3

スクリ ー ンタ ー プとして使用する爆合
| When used as a sc 『een tarp

前から3番目のループのペグを外します。次に、フロント ・ リアポール（後方）が固定されているバックルを外します。
Take off the pegs which loops are located at the 3『d from front of the g『ound sheet. Afte『 that, take off
the buckle which front· 『ea『 pole (rear side) is fasten.
娑OIi人1早Ei 3也洲早丑量到OIi人1岳己1甘Lief. cf号·OIi丑屯亘·2.回晉（季皆） 01ユ習丘IOi烈el:li昌量刃17-J甘LICf,

グランドシートを巻いて、グランドシートの中心にあるロープで結びます。
Roll up the ground sheet and tie the ropes at the cente『 of the ground sheet.
ユ叫を•三 人 1巨．量国Ofユ叫を•三． 人 1巨．吾全IOJI烈E呈丑呈号•合Liq,

フロント・リアポー ル（後方）
Front•Re●『Pole (Rea『Side)
互せ巨・ 己IOI晉（卓皆I

｀

`\
‘

ー

グレ ーの
ル ープ
Gray Loop
ユ叫101旱互

ロ ープ

Rope
呈空

5

グランドシートの奥から2番目のループをフライシートと共有しているペグから取り外します。
フライシートのループは引き続きペグに引っかけておきます。
Take off the loops of the ground sheet located at 2nd from the rear side from the pegs which are hitched
by the loops of fly sheet. The loops of fly sheet keep staying on the same pegs.
コ叫岳三 人1巨せ覇因早曲洲早五曇晉叫01人 |巨叫吾癖IE畷1人1岳引習Llct.

フライシー トのループ
The loop of the fly sheet
晉叫DI人|旦叫旱互

グランドシ ー トのループ
The loo of the g『ound sheet.
f
コ叫全塁巨早丑
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グランドシ ー ト一 番奥のル ープからペグを外します。

Take off the pegs from the loops located on the rear side.
ユ叫岳三人1§. 叶召包琴£1早互暑判OJI人1胆I習Liq.

1

グランドシ ートにあるグレ ー のテ ー プのルー プを、フライシ ートのグレ ー のルー プが固定されているペグに引っかけます 。

Hitch the loops of the ground sheet g 『ay webbing tape on the pegs which a『e hitched by the gray loops of
the fly sheet.
コ叫岳三人1巨OIi烈セユ己1101 EilOI丑早丑量晉2.fOI 人|早|コ已1101早丑オユ習思郡OIi�Lief.

フライシー トのループ

The loop of the fly sheet

晉叫OIA匡

7

グランドシ ー トのル ープ

Tho loor of tho ground sh

メインポール（センタ ー）を軽く持ち上げて浮かせ、グランドシ ー トを取り出します。

コ叫全三人巨早丑

Lift the main pole (Center) a little and take off the ground sheet.
哺包晉（牲Ei)号叶召昏q号2jユ2tを三 人1巨量9月'.!ILlq,

●●

I.

‘、- • ヽ'

2

グランドシ ー トとフロントリアポールが固定されているヶ所をバックルでとめます。

Fasten the ground sheet and the front·rea 『 poles by the buckles.
ユ叫を三人匡．叫丑屯巨•己阿晉01ユ習!clOi烈告天号!:lj晉呈ユ習人昆!Lief.

フロント・リアポー ル

Front• Rear Pole

互芭巨・ 己向晉

△
I
・

11

Please do not lift the main pole (center) too much. The fly sheet may be damaged.
1111包晉（牲Ei)邑呈•国哺手£1;;怜」人12. 晉叫01人|巨フf合せ晋今烈合qq

グレ ーの
ループ

Gray Loop
.::121101 旱互

16
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メインボ ール（センタ ー）の上げすぎにこ注意ください。フライシー トカ嘔損するおそれがあります。

□

WEATHERMASTER® 4S T.P.CREST

まだ固定されていないグランドシートのループにペグを打ち固定してください（計4ヶ所）。
Drive pegs through the ground sheet loops which are not fixed yet and fasten (4 spots)
0因ユ習 £l°AI 滋呂ユ2.f岳三人 1.§.£1 早．互.OIi 叫呈•卦Ofユ習計全l人 12( き47H).
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H.!:c. 豆 121 彗邑

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 adjusters that a『e sold separately.
荏対I 詈ヲ H!:c. 叫呈人fg%fEそ早，皆口胆I ヲ H!:c. 叫晉•叫呈互．量人卜吾習 LI 叶，

自在ロ ープ（別売）

パ

Guyllno AdJusto『(Sold Separately )
平I至互（郡H)
，ク,,;
、
‘‘ク 、
，
ヽ，

:ら,:；:：：疋：3

3c:t:

�go

o

地面IGround'IスI�
゜
゜
ペグは引かれる方向の反対側へ60 -90 の角度に打ち込むと

風に対して強く設営できます。

ltis rocomm●nd●dtod 『iveth●p●gs into the ground at
a &0°10 90° angle, as It wlll make
the tents
and ta 『ps most wind-resistant
嗅量60°-90°!!1叫丘呈者は同l'!'I吾叶,..qそ拮閃I
哨号望キ烈合しI叶．

--------ヽ-ヽ,

別売キャノピーポール
長さ180cm前後が最適です。

Canopy poles sold sepa『ately
180cm canopy poles fits for this tent.
琶鳴•H1.正l
召OI 180cm召和国</</LIQ.

�

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力＼図の
ょうに中央部にロープを結びペグ
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
『ain, it tends to hold wate『�To
avoid such wate『 accumulation,

｀

Lh:,。ら
::゜:rope
�:,『s:�:�
そtoこ�the
and さ��
peg the
down
::

庭—__ ,,

自在ロ ー プ（別売）

Guyline Adjuster (Sold Sepa『ately)
x困l呈:!!(嚇口H)

11

18

ロ

17

ground so that the rainwate『
can flow down. Please close the
canopy when there is st『ong
wind. Not doing so could break
the poles.
早租AIOII�貼逗l呈人1誓号誓召早ヒ邑01
ユ0171�:>ii£101�合Lief. ュll庄
ヲH!r.豆IOII 召人頃t �潅:e!XI, ユ目対吾
吾習早Oil呈三量号Oj "'I呈ユ召計Oj
曳量醤畜叫手i人12. 叫吾01召菌
uHOlle世三人1ヲH!r.叫詈世Of卒せ人12.
晉01早叫査早叫フ r 烈合qq.

