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コールマン事業部 

 

車がなくても大丈夫、バッグひとつでスマートにソロキャンプへ 

コールマン、キャンプ必須アイテムを 1 つにまとめたソロ用スタートパッケージ発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下略：コールマン）は、ソロ

キャンプ用必須アイテムを 1つにまとめた「ソロキャンプスタートパッケージ」を 2022年 3月

より順次発売します。すぐにソロキャンプデビューができる、お手軽ながら本格的なセットと

なっています。 

 

■スマートソロキャンプとは？ 

これからソロキャンプを始めたいけど、何から揃えていいか分からない、車を持

っていなくて公共交通機関での移動になってしまう方などへ向けてコールマンが

提案する新しいソロキャンプのスタイルです。キャンプで必要な製品がすべて収

納されたキャリーバック 1 つで、スマートなキャンプデビューが実現します。 

 

■これさえあれば、すぐにキャンプデビュー！「ソロキャンプスタートパッケージ」 

ソロキャンプに必要な基本的な製品 10 アイテム（テント、マット、寝袋、チェア、ミニテーブル、LED ランタン、

クッカーセット、シングルバーナー、焚火台、焚火シート）が一つのバッグに格納されているので、迷うことなく

すぐにキャンプが始めることができます。また、宅急便で送れるサイズなので、車を利用しなくても近くのコンビ

ニから発送可能です。キャリーケースに全て収納されているので、いざという時の防災用としても活躍します。 

 

 

 

 

 

宅急便で発送可能 収納イメージ 
基本的な 10アイテムセット 

※LP ガスは別売りです 



  

 

※以下「ソロキャンプスタートパッケージ」にも入っている新製品です（個別でも販売）。 

 

■ワンタッチ構造のソロ用コンパクトテント「インスタントアップドーム/S」 

ハブを合わせるだけでインナーテントを完成できるワンタッチ構造により、設営・撤収を簡単にできます。広い前

室空間は、荷物の保管や日よけ雨よけに便利です。また雨の浸入を軽減して前室を有効に使えるサイドフラップ開

閉機能や温まった空気を排出するトップベンチレーションなどソロキャンプを快適にする機能を搭載しています。 

 

 

 

 

 

 

■手足を出して着たまま移動もできる寝袋「コンパクトコルネット/L0」 

フード付きで頭部からの放熱を抑えコンパクトに収納できるマミー型の寝袋です。手足を出せるので携帯操作や着たまま

の移動にも便利です。移動時に寝袋を引きずらないようスソを固定するフットストッパー機能もあります。こちらの製品

は、洗濯機で丸洗いも可能です。 

 

 

 

 

 

 

■軽量・コンパクト収納可能なマット「コンパクトインフレーターマット/S」 

従来の製品に比べて横幅が約 40%アップしており、寝返りしてもマットから落ちづらいワイドサイズのマットです。収納

ケースをポンプとして利用し簡単に膨らますことができ、2 つのバルブがあるので、収納の際もあっという間に空気の抜

き取りが可能です。 

 

 

 

 

 

 

■コンパクトなのに快適な座り心地のローチェア「ファンチェア（コヨーテ）」 

軽量・コンパクトなので手軽に持ち運びができ、簡単設営・撤収が可能なローチェアです。コンパクトながら背面には小

物が収納できるポケットも備えています。 

 

 

 

 

 

 

コンパクト収納 収納ケースをポンプに ポンプ式収納ケース 

フットストッパー 首元が暖かい 
サーマルカラー 

 
アームジッパー 

 
前室を有効に使えるサイドフラップ トップベンチレーション ワンタッチ機構 コンパクトに収納可能 

背面ポケット 簡単収束収納 



  

 

■ソロ用キャンプ製品をこれ 1つに収納可能「オールインワンホイールバッグ」 

上下 2 つのフロントポケットと中のメッシュコンパートメントにより着替えやキャンプ製品を分けて収納することが可能

です。宅急便で送ることのできる 140cm サイズで、送り状専用収納スリーブも外側にあります。衝撃にも強い準ハードシ

ェル仕様、悪路では背負って移動できる取り外し可能なショルダーハーネス、レインカバーもついているので、不測の事

態でも安心して持ち運ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品仕様＞ 

 
 

 
製品名  ソロキャンプスタートパッケージ 

希望小売価格 税込 76,800 円 

品番 2000039143 

●重量：約 16kg●収納時サイズ：約 40×30×70cm                                      

＜オールインワンホイール＞下記参照 ＜インスタントアップドーム/S＞下記参照＜コンパクトコルネット/L0＞下

記参照＜コンパクトインフレーターマット/S＞●下記参照＜ファンチェア（コヨーテ）＞下記参照＜コンパクトアルミ

テーブル＞●使用サイズ：約 405(W) × 290(L) × 305(H)mm●収納時サイズ：約 330(W) × 120(L) × 140(H)mm

●耐荷重：TBD●重量：約 1.0kg●材質：天板/アルミニウム、フレーム/アルミニウム ＜ファイアーディスク TM ソ

ロ＞●本体サイズ： 約 φ30×16(h)cm●重量： 約 900g●材質： ステンレス●耐荷重：約 25kg●付属品：収納ケ

ース、焼網 ＜ファイアープレイスシート＞●サイズ：使用時/ 約 80 × 80cm、収納時/約 25 × 25 x 4cm●重量： 

約 330g●材質： 生地/グラスファイバー ＜アウトランダーマイクロストーブ PZ＞●火力：最高持約 2,500kcal/h

（レギュラーガス最大出力時）●燃焼時間：約 1～2 時間（230g 缶使用時）●使用時サイズ： 約 11×9.5×9.5(h)cm

収納時サイズ：約 10×5.5×9.5(h)cm●重量： 約 200g●機能：点火装置付属品：プラスチックケース ※LP ガスは

別売り ＜パックアウェイ®ソロクッカーセット＞●本体サイズ： ポット/約 φ12.5 × 10(h)cm (900ml)、カップ/約

φ12 × 5 (h)cm (400ml) ●収納時サイズ：約 12.5 × 15 (h)cm●重量： 約 250g●材質： アルミニウム（ノンスティ

ック加工）、シリコン、ステンレス（ハンドル）●付属品：メッシュポーチ ＜ラギッドパッカウェイランタン＞明るさ：【リ

チウムイオン】White High 約 405 ルーメン/ White Low 約 115 ルーメン/Warm High 約 180 ルーメン/Warm Low 約

4 5 ルーメン【アルカリ】White High 約 350 ルーメン / White Low 約 125 ルーメン / Warm High 約 190 ルーメン / 

Warm Low 約 50 ルーメン●使用サイズ：φ10×24（h）cm / 収納サイズ：φ10×13（h）cm●重量：約 390g（リチウ

ムイオン電池含む）●連続点灯時間：【リチウムイオン】最大約 5.5 時間（ White / High） / 約 14.5 時間（White / 

Low）最大約 9 時間（Warm / High）/約 33 時間（Warm / Low ）【アルカリ】最大約 4 時間（White/ High) / 約 12 時

間（ White / Low） 最大約 7 時間（Warm/ High) / 約 23 時間（Warm / Low）●使用電源：アルカリ単 3 形乾電池 3

本（別売り）、リチウムイオン電池 2 本（ 内蔵・取り外し可）●防水性能：IPX4 対応●付属品：マイクロ USB ケーブ

ル・フック 

 

 
製品名  インスタントアップドーム/S 

希望小売価格 税込 16,800 円 

品番 2000039089 

●インナーサイズ：約 210 x 90 x 100(h)cm●本体サイズ：約 210 x 210 x 115(h)cm●収納時サイズ：約φ17 x 

65cm●重量：約 4.3kg●耐水圧：フライ/約 1,500mm フロア/約 1,500mm●定員：1 人用 ●材質：フライ/75D ポリ

エステルタフタ（UVPRO、PU 防水、シームシール）、インナー/68D ポリエステルタフタ、フロア/75D ポリエステルタ

フタ（PU 防水、シームシール）、ポール/（メイン）FRP 約 φ8.5mm（リッジ）FRP 約 φ9.5mm●仕様：前室、メッシュド

ア、ストームガード、ベンチレーション、メッシュポケット、ワンタッチ機構 ●付属品：ペグ、ロープ、収納ケース 

 

 

 

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/press?file=https://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2022/2/2022-Coleman-Smartsolocamp.zip 

ショルダーハーネス レインカバー付き 送り状収納スリーブ 

https://www.coleman.co.jp/press?file=https://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2022/2/Smartsolocamp.zip


  

 

 

 
製品名  コンパクトコルネット/L0 

希望小売価格 税込 7,990 円 

品番 2000039094 

●使用下限温度：0℃以上 ●使用サイズ：約 198 x 75cm 収納時サイズ： 約φ20×35cm●重量：約 1.4Kg●材

質：表面/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル ●付属品：収納ケース 

 

 
製品名  コンパクトインフレーターマット/S 

希望小売価格 税込 8,980 円 

品番 2000039095 

●使用サイズ：約 186 x 74×6 (h) cm 収納時サイズ：約φ11×26cm ●重量：約 830g●材質：75D ポリエステル

（TPU コーティング）●仕様：収納ケース式ポンプ●付属品：収納ケース 

 

 
製品名  ファンチェア（コヨーテ） 

希望小売価格 税込 2,990 円 

品番 2000038845 

●使用時サイズ：約 450×540×660（h）mm ●収納時サイズ：約 150×130×680（h）mm（収納時） ●重量：約

2.2kg ●耐荷重：約 80kg ●材質：シート／ポリエステル、フレーム／スチール ●仕様：背面ポケット ●座面幅：

約 450mm ●座面高：約 310mm ●付属品：収納ケース 

 

 
製品名  オールインワンホイールバッグ 

希望小売価格 税込 17,800 円 

品番 2000039073 

●サイズ： 約 40(W) X 30(D) X 70(H)cm●容量： 約 85L●重量： 約 4.25kg●材質： ポリエステル 

 
■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 PR 担当宛に事前のご連絡をお願いい

たします。 
 
【コールマン事業部について】 
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 
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 職務執行者 コールマン事業部最高責任者 中里 豊 
コールマン事業部 従業員数：237 名（2022 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 

 
 

 

 

 

 

本年度より製品画像・サンプル貸出業務は、社内手続きで従来より時間がかかるようになりました。詳しくはホームペ

ージでご確認いただければ幸いです。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

【報道関係者様からのお問い合わせ先】 

コールマン PR 担当 

担当者：木本、佐々木 

Tel :03-6260-4864 

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 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/

