
  

 

2021 年 3 月 4 日 Vol.8 

コールマン ジャパン株式会社 

 

コールマン、創業 120 周年記念製品が登場 

テーマは「The Red」 2021年 4月より限定発売開始！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、創業 120周年を記念して、120th アニバーサリーシリーズ

を数量限定で 2021 年 4月より順次発売いたします。 対象製品は、テント&タープセット、スリーピングバッグ/C0、

キャプテンチェア、413J パワーハウス® ツーバーナーストーブ、54QTスチールベルト®クーラー、スポーツスター®Ⅱ、

シーズンズランタン 2021の 7製品です。 

※詳しい販売方法、発売予定日は、公式 HPでご確認いただけます。

https://ec.coleman.co.jp/sc/pickup_120thanniversaryproduct.html 

 

■創業 120 周年記念製品、テーマは「The Red」 

「The Red」は、かつての代表製品であったガソリンランタン 200A を思わせる赤をまとっており、創業 120周年記念

製品として、ランタン、テント&タープセット、寝袋など 7製品をラインナップしました。コールマンの原点をイメ

ージした製品であるとともに、愛着を持ち末永く大切に使ってほしいという願いを込めています。 

 

レトロ感溢れる「120th アニバーサリー テント&タープセット」 

ヘリテージデザインを現代の素材で再現した 120周年限定セットです。テントは、シングルウォールでルーフフライ付きとなっ

ており、タープはテントを設営しても、余裕のリビングスペースを確保できる仕様となっています。風合いが良く、かつコット

ンよりも速乾性の高い新素材 Texfiber を使用し、クラシックなデザインながら、使いやすさを両立させています。       

 

 

 

 

 

 

 

発売当時人気だった R-1チェアの復刻盤「120th アニバーサリー キャプテンチェア」 

1996年に日本で発売され、アメリカ式オートキャンプの代表的なアイテムの１つとして人気だったキ

ャプテンチェア R-1の復刻盤です。アルミフレームなので軽量、持ち運びに便利なだけでなく、座面

が広いのでゆったり座ることができます。  

120 周年記念ロゴ 垂直に立ち上がり広々室内空間を確保 三角窓のレトロなデザイン 大型スクエアタープ装備 

https://ec.coleman.co.jp/sc/pickup_120thanniversaryproduct.html


  

 

コットン素材を使用したゆったりサイズ「120th アニバーサリー スリーピングバッグ/C0」 

アウター、インナーシェル両方に天然コットン素材を使用し、肌ざわりがよく、吸水性が高いので布団のような寝心地の寝袋で

す。また、使用時サイズが約 100 x 200cm なので、ゆったりとお使いいただけます。 

                                      

 

 

 

  

 

現行モデルも 120周年記念盤として登場 

コールマンを代表するロングセーラー製品であるスチールベルト、ガソリンツーバーナー、ワンバーナーストーブも120周年記念

モデルとして登場します。クラシックなコールマンレッドカラーの色あせないデザインと、適切なメンテナンスでこれから先の

時代にも長く使い続けられる製品となっています。 

 

 

 

 

 

大人気のシーズンズランタンも 120 周年モデルで登場 

120周年のシーズンズランタンはクラシックなコールマンレッドカラーです。ランタンモデルはシーズンズランタン定番の「200B」

を採用し、グローブには 120周年ロゴと、かつて「真夜中の太陽」と称され、人々の生活を変えたコールマンのランタンの歴史

を刻む「Midnight sun」のロゴが刻まれ、120年の歴史を感じさせてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品仕様＞ 

 

 

 

製品名  120th アニバーサリー テントセット 

希望小売価格 税込120,000円 

品番 2000037327 

●本体サイズ：テント／約 300×240×195(h)cm タープ／約575×385×250(h)cm ●収納時サイズ：テント／約

82×35×29cm タープ／約80×24×19cm ●重量：テント／約15kg タープ／約8.7kg●材質：テント／75D ポ

リエステル（テックスファイバー、PU防水、シームシール）約 2,000mm フロア／210 D ポリエステルオックスフォード（PU

防水、シームシール）約 2,000mm ルーフフライ／75D ポリエステル（テックスファイバー、PU防水、シームシール）約

2,000mm フレーム／アルミ合金（ø25mm、ø22mm） タープスキン／75 D ポリエステル（テックスファイバー、PU 防

水、シームシール）約 2,000mm フレーム／アルミ合金（ø30mm、ø22mm） ●仕様：ルーフフライ、メッシュウィンドウ、

メッシュポケット、ランタンハンガー、ストームガード ●付属品：ペグ、ロープ、ハンマー、収納ケース 

 

内側に収納ポケット付き 丸めてそのまま収納可能 ハンドル付きで持ち運びも楽 

クラムシェルキャリーケース 120 周年デザインのガラスグローブ 

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。 

https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2021/2021-Coleman-120thAnniversary.zip 

 

ヘリテージデザイン 

https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2021/2021-Coleman-120thAnniversary.zip


  

 

 

 

 

 

製品名  120th アニバーサリー スリーピングバッグ／C0 

希望小売価格 税込11,980円 

品番 2000037326 

●快適温度：0℃以上（使用下限温度-5℃以上） ●本体サイズ：約 100×200cm ●収納時サイズ：約

ø30×50cm ●重量：約 4.1kg ●材質：表地／コットン 裏地／コットン 中綿／ポリエステル  

 

 

製品名  120th アニバーサリー キャプテンチェア  

希望小売価格 税込11,000円 

品番 2000037320 

●本体サイズ：約 65×48×78cm ●収納時サイズ：約 15×48×78cm ●重量：約 2.3kg ●材質：シート／ポリ

エステル フレーム／アルミニウム ●座面幅：約 52.5cm ●座面高：約 40.5cm ●耐荷重：約 80kg  

 

 

製品名  120th アニバーサリー 54QTスチールベルト®クーラー 

希望小売価格 税込30,800円 

品番 3000006401 

●本体サイズ：約 60×42×41(h)cm ●容量：約 51L ●重量：約 7.5kg ●材質：スチール、ステンレス、ポリエチレ

ン、発泡ウレタン●仕様：ラッチロック、ドレイン、ボトルオープナー 

 

 

製品名  120th アニバーサリー 413Jパワーハウス®ツーバーナーストーブ 

希望小売価格 税込39,800円 

品番 3000006397 

●火力：最高時約 3,650kcal／h（メインバーナー）、約 2,750kcal／h（サブバーナー） ●燃料タンク容量：約 1.6L 

●燃焼時間：約 2～6 時間 ●使用時サイズ：約 67×46×44.8（h）cm ●収納時サイズ：約 56×35×16（h）cm 

●重量：約 5.8kg ●使用ジェネレーター：Model 3000005105 

 

 

製品名  120th アニバーサリー スポーツスター® Ⅱ  

希望小売価格 税込21,000円 

品番 3000006398 

●火力：最高時約 2,125kcal／h ●燃料タンク容量：約 520cc ●燃焼時間：約 1.5～3時間 ●本体サイズ：約

ø14×14（h）cm ●重量：約 960g ●付属品：キャリーケース ●使用ジェネレーター：Model 400B2891 

 

 

製品名  120th アニバーサリー シーズンズランタン2021 

希望小売価格 税込36,300円 

品番 2000036981 

●本体サイズ：約 17×17×31（h）cm ●重量：約 1.4kg ●燃料タンク容量：約 590cc ●燃焼時間：約 7〜15

時間 ●明るさ：約 130W 相当 ●付属品：マントル、キャリーケース ●使用グローブ：5010006037 ●使用マント

ル：21A102J 

 

■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（https://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®、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。 
創業：1976 年 5 月 
代表取締役社長：中里 豊 
従業員数：230 名（2021 年 1 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、野口 

Tel : 03-3571-5257 

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：https://www.coleman.co.jp 

https://www.coleman.co.jp/about/press/
mailto:coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp
https://www.coleman.co.jp/

