
集会用テント

集会用テント 《CJ式H型》 屋根幕の種類と特長

テントの隅々まできめ細かな機能と安全性を追求し、設計された集会用テントです。フレームにハイテンション鋼管を採用する
ことで、軽量でありながら高い引張強度が実現しました。サビに強いメッキ仕上げです。

火災による被害の軽減に大きな効果をあげるため、消費者保護の立場にたった
「防炎製品認定委員会」が消防庁の指導のもとに防炎性能基準を定めました。それ
に基づいて、残炎時間・残じん時間等を測定し、基準に合格したものが“防炎製品”
として認定されます。この防炎製品には〈防炎製品ラベル〉が表示されています。

防炎製品とは

生地に赤外線遮蔽効果を
持たせたモデル。従来の天
幕に比べ、約15%程度の
温度低減が可能です。

遮熱タイプ

防炎製品認定委員会が認定した防炎性能を有する生地素材

■ ポリエステル帆布
ポリエステル繊維の厚手基布を樹脂にドブ浸けし、ディッピング加工を施した生地です。
また、広い範囲の菌やカビの発生･増殖を抑制する防カビ加工を施してあります。

※ターポリン素材に比べ生地強度が高く耐久性に優れています。

使用中の汚れを防ぎます
ポリエステル100％帆布に防汚加工を施した生地は従来と比べ
て、汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いにより落ちるなど、
防汚性の高さが実証されています。

テスト結果（3ヶ月後）

防汚加工帆布生地 従来の帆布生地

■ ポリエステルターポリン ［防炎製品］
ポリエステル繊維の基布に表裏から塩ビ樹脂をコーティング加工し、樹脂をブリッジ
架橋させ、防水性に優れた生地です。

取り付け簡単
ワンタッチのバックル式なので、
ヒモで結ぶタイプより取り付け、
取り外しの所要時間が従来の
3分の1に短縮（当社比）。
また、外しやすく、緩みにくい
特長があります。

屋根幕共通仕様

身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって繊維製品が「もえぐさ」となって
発生する火災を予防する性能です。

白（防炎）

養生2類の強度で、厚さの薄
い生地を使用しています。防
炎白より生地重量が約40%
軽いモデルです（当社比）

軽量タイプ

レッド×
ホワイト

イエロー×
ホワイト

グリーン×
ホワイト

ブルー×
ホワイト

防汚加工生地採用

レギュラータイプポリエステル帆布

01白 山吹 グリーン ブルー00 30 40 50

白（遮熱）80 白（軽量）90

12 32 42 52

■ 集会用テント サイズ・面積・梱包数

棟
高

間口 奥行

軒
高

H1号 H2号 H3号 H4号 H5号

※サイズはフレームの外寸となります  サイズ：（奥行×間口×棟高×軒高）

■サイズ／約1.5間×2間
　（268×355×286×205cm）
■面　積／約2.9坪（9.5㎡）
■梱包数／幕体1＋鉄骨2

■サイズ／約1.5間×2.5間
　（268×446×286×205cm）
■面　積／約3.6坪（11.9㎡）
■梱包数／幕体1＋鉄骨3

■サイズ／約2間×3間
　（355×532×310×205cm）
■面　積／約5.7坪（18.8㎡）
■梱包数／幕体1＋鉄骨3

■サイズ／約2間×4間
　（355×706×310×205cm）
■面　積／約7.5坪（24.8㎡）
■梱包数／幕体1＋鉄骨3

■サイズ／約1間×1.5間
　（180×268×259×205cm）
■面　積／約1.5坪（4.8㎡）
■梱包数／幕体1＋鉄骨2

温度差のテスト結果
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◆ストライプ屋根幕は、H2号・H4号のみ　※ストライプ切り替えピッチ… H2号：45cm 、H4号：90cm

FIELD & EVENT EQUIPMENT
   業務用品

 P69 集会用テント CJ式H型 屋根幕の種類と特長

 P70-71 集会用テント CJ式H型／中折れフレーム／伸縮フレーム／ニュークイックフレーム

 P72-73 集会用テント三方幕・前面幕・透明幕・グランドシート・紅白幕／集会用テント専用オプション

 P74-75 ワンタッチテント 屋根幕の種類と特長／ワンタッチテント フレームの種類と特長

 P76-77 ワンタッチイベントテント2424・3030／ワンタッチイベントテント1827・2436・2448・3045・3060

 P78-79 切妻アルミ3060／ワンタッチイベントテントⅡ型／ワンタッチイベントテント専用オプション

 P80-81 集会用テント・イベントテント 専用オプション／常設用テント

 P82-83 野外教育用テント

 P84 名入れ・プリント

69

7334 ￥84,700（￥77,000）

12, 32, 42, 52約14.5kg

7304 ￥70,400（￥64,000）01約15.5kg

Ｈ4号
80約10.5kg

90約8.5kg

■収納袋入り屋根幕［ポリエステルターポリン］単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

7301 ￥41,800（￥38,000）01約4.5kg

Ｈ1号
7331 ￥48,400（￥44,000）

80約3.0kg

90約2.5kg

7305 ￥84,700（￥77,000）01約19.5kg

Ｈ5号
7335 ￥96,800（￥88,000）

80約13.0kg

90約10.5kg

7303 ￥53,900（￥49,000）01約10.0kg

Ｈ3号
7333 ￥66,000（￥60,000）

80約6.5kg

90約5.5kg

7332 ￥55,000（￥50,000）

12, 32, 42, 52約7.5kg

7302 ￥44,000（￥40,000）01約8.5kg

Ｈ2号
80約6.0kg

90約5.0kg

税込価格 （本体価格）

■収納袋入り屋根幕［ポリエステル帆布］単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

Ｈ1号
7301
7331

￥41,800（￥38,000）00
30, 40, 50

Ｈ2号7302
7332

￥48,400（￥44,000）

￥44,000（￥40,000）

￥55,000（￥50,000）

00
30, 40, 50

Ｈ3号7303
7333

￥53,900（￥49,000）00
30, 40, 50

Ｈ4号7304
7334

￥66,000（￥60,000）

￥70,400（￥64,000）

￥84,700（￥77,000）

00
30, 40, 50

Ｈ5号
7305
7335

￥84,700（￥77,000）00
30, 40, 50 ￥96,800（￥88,000）

約4.5kg

約4.5kg

約9.0kg

約9.0kg

約10.5kg

約10.5kg

約16.5kg

約16.5kg

約20.5kg

約20.5kg

税込価格 （本体価格）



※文字入れはP.84を参照してください※テントサイズや屋根幕の詳細はP.68を参照してください

■ 集会用テント CJ式H型
　 ［ニュークイックフレーム］

サイド
ユニット

サイド
ユニット

センター
ユニット

EASY SETUP 作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。

屋根幕をかぶせます。各ユニットをジョイント。 支柱を片側から立てます。 反対側の支柱を立て完成。

■素材／高張力鋼スチールパイプΦ31.8×1.4t（mm）、
　連続亜鉛メッキ、透明塗装仕上

フレームが３つのユニットに。
広げてジョイント、脚を伸ばして完成

運搬性の向上 サイドユニットを広げた状態

段差地、傾斜地等 場所を選ばず水平設営できます。

軒高200cmから145cmまで無段階
で調節できます。
ストッパを押しながら支柱をスライド
して伸縮操作をします。
【縮めるとき】下のベロを下方へ
【伸ばすとき】上のベロを下方へ

■ 集会用テント CJ式H型  ［伸縮フレーム］

○青字…ポリエステル帆布　○赤字…ポリエステルターポリン
屋根幕（収納袋付）＋伸縮フレームセット価格

品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

約39.5kg
伸縮フレーム
Ｈ1号

（約1間×1.5間）

6841 ￥133,100（￥121,000）00, 01
約39.5kg 30, 40, 50
約38.0kg6881 ￥139,700（￥127,000）80
約37.5kg 90
約52.0kg

伸縮フレーム
Ｈ2号

（約1.5間×2間）

6842 ￥152,900（￥139,000）
00

約51.5kg 01
約52.0kg

6882 ￥163,900（￥149,000）

30, 40, 50
約50.5kg 12, 32, 42, 52
約49.0kg 80
約48.0kg 90
約88.5kg

伸縮フレーム
Ｈ4号

（約2間×3間）

6844 ￥242,000（￥220,000）
00

約87.5kg 01
約88.5kg

6884 ￥256,300（￥233,000）

30, 40, 50
約86.5kg 12, 32, 42, 52
約82.5kg 80
約80.5kg 90
約98.5kg

伸縮フレーム
Ｈ5号

（約2間×4間）

6845 ￥271,700（￥247,000）
00

約97.5kg 01
約98.5kg

6885 ￥283,800（￥258,000）

30, 40, 50
約91.0kg
約88.5kg

80
90

税込価格 （本体価格）

品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

約51.0kg

ニュークイック
フレームＨ2号
（約1.5間×2間）

6822 ￥170,500（￥155,000）
00

約50.5kg 01
約51.0kg

6832 ￥181,500（￥165,000）

30, 40, 50
約49.5kg 12, 32, 42, 52
約48.0kg 80
約47.0kg 90
約87.5kg

ニュークイック
フレームＨ4号
（約2間×3間）

6824 ￥222,200（￥202,000）
00

約86.5kg 01
約87.5kg

6834 ￥236,500（￥215,000）

30, 40, 50
約85.5kg 12, 32, 42, 52
約81.5kg 80
約79.5kg 90
約96.5kg

ニュークイック
フレームＨ5号
（約2間×4間）

6825 ￥255,200（￥232,000）
00

約95.5kg 01
約97.0kg

6835 ￥267,300（￥243,000）

30, 40, 50
約89.0kg
約86.5kg

80
90

○青字…ポリエステル帆布　○赤字…ポリエステルターポリン
屋根幕（収納袋付）＋ニュークイックフレーム セット価格

税込価格 （本体価格）

品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約42.0kg
約71.0kg
約76.0kg

Ｈ2号（約1.5間×2間）

Ｈ4号（約2間×3間）

Ｈ5号（約2間×4間）

7482
7484
7485

￥126,500（￥115,000）

￥151,800（￥138,000）

￥170,500（￥155,000）

ニュークイックフレーム単品価格
税込価格 （本体価格）

高張力鋼スチールパイプ
Φ31.8×1.4ｔ（mm）
連続亜鉛メッキ
透明塗料仕上げ

品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約35.0kg
約43.0kg
約72.0kg
約78.0kg

Ｈ1号（約1間×1.5間）

Ｈ2号（約1.5間×2間）

Ｈ4号（約2間×3間）

Ｈ5号（約2間×4間）

7455
7456
7458
7459

￥91,300（￥83,000）

￥108,900（￥99,000）

￥171,600（￥156,000）

￥187,000（￥170,000）

伸縮フレーム単品価格
税込価格 （本体価格）

高張力鋼
スチールパイプ

Φ31.8×1.4ｔ（mm）
連続亜鉛メッキ
透明塗料仕上げ

■ 集会用テント CJ式H型  ［中折れフレーム］

スチールのジョイント部
柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にで
きます。

柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。蝶ネジで締め付け
てしっかり固定できます。

柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。

方杖
↑

支柱が中折れ式になってい
るため、テントの組み立てが
簡単です。

集会用テント 《CJ式H型》 フレームの種類と特長

［素材］高張力鋼スチールパイプ φ31.8×1.4t (mm)
　　　連続亜鉛メッキ透明塗料仕上げ

あらゆる場面で活躍する定番仕様で、支柱が中折れ式に
なっているため、テントの組み立てが簡単です。

［素材］高張力鋼スチールパイプ φ31.8×1.4t (mm)
　　　連続亜鉛メッキ透明塗料仕上げ

［素材］高張力鋼スチールパイプ φ31.8×1.4t (mm)
　　　連続亜鉛メッキ透明塗料仕上げ

■ 中折れフレーム ■ 伸縮フレーム ■ ニュークイックフレーム

○青字…ポリエステル帆布　○赤字…ポリエステルターポリン
屋根幕（収納袋付）＋中折れフレームセット価格

品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

約37.5kg

中折れＨ1号
（約1間×1.5間）

6861 ￥121,000（￥110,000）00, 01
約37.5kg 30, 40, 50
約36.0kg6871 ￥127,600（￥116,000）80
約35.5kg 90
約50.0kg

中折れＨ2号
（約1.5間×2間）

6862 ￥137,500（￥125,000）00, 01
約50.0kg 30, 40, 50
約49.5kg

6872 ￥148,500（￥135,000）
12, 32, 42, 52

約47.0kg 80
約46.0kg 90

約95.5kg

中折れＨ5号
（約2間×4間）

6865 ￥242,000（￥220,000）
00

約96.0kg 01
約92.0kg

6875 ￥254,100（￥231,000）

30, 40, 50
約88.0kg 80
約85.5kg 90

約70.5kg

中折れＨ3号
（約1.5間×2.5間）

6863 ￥187,000（￥170,000）00, 01
約70.5kg 30, 40, 50
約66.5kg6873 ￥199,100（￥181,000）80
約65.5kg 90
約85.5kg

中折れＨ4号
（約2間×3間）

6864 ￥209,000（￥190,000）
00

約84.5kg 01
約85.5kg

6874 ￥223,300（￥203,000）

30, 40, 50
約83.5kg 12, 32, 42, 52
約79.5kg 80
約77.5kg 90

税込価格 （本体価格）

品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約33.0kg

約41.0kg

約60.0kg

約69.0kg

約75.0kg

Ｈ1号（約1間×1.5間）

Ｈ2号（約1.5間×2間）

Ｈ3号（約1.5間×2.5間）

Ｈ4号（約2間×3間）

Ｈ5号（約2間×4間）

7425
7426
7427
7428
7429

￥79,200（￥72,000）

￥93,500（￥85,000）

￥133,100（￥121,000）

￥138,600（￥126,000）

￥157,300（￥143,000）

中折れフレーム単品価格

高張力鋼
スチールパイプ

Φ31.8×1.4ｔ（mm）
連続亜鉛メッキ
透明塗料仕上げ

税込価格 （本体価格）

軒高145~200cmまで無段階で調整でき、段差地・傾斜
地など場所を選ばず水平設営できます。

フレームが3つのユニットに分かれており、広げてジョイントし、
脚を伸ばせば完成です。

合掌

方杖

隅支柱

妻けた 軒けた

中支柱

棟

7170



重ねて使用できます。 支柱１本を固定して
使用する方法。

ロープで固定できます。 支柱2本を固定できます。テン
トを連棟する時に便利です。

支柱2本を同時に
固定することがで
きます。イベント時
の連棟に便利です。

支柱1本を固定
する使用方法。

風の強い時やしっ
かり固定したい時
は、複数重ねるこ
とができます。

※集会用テント、イベントテントには丸型テントウェイトが適しています ※ワンタッチイベントテントには角型テントウェイトが適しています

集会用テント  専用オプション

※旧カタログ品の非塩ビ幕には
使用できません

集会用雨どい1.5間

■サイズ／268×30×40cm
■重量／約3.5kg
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト

税込価格 ｜ ¥5，500
（本体価格¥5，000）

集会用雨どい2間

■サイズ／353×30×40cm
■重量／約4.5kg
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト

税込価格 ｜ ¥7，700
（本体価格¥7，000）

垂幕用入り口 （1ヵ所につき）

ファスナーで開閉し、しばり紐と留め木によって開けた状態で固定することもできます。
■サイズ／185cm（高さ）

税込価格 ｜ ¥16，500 （本体価格¥15，000）

垂幕用窓 （1ヵ所につき）

上部は透明フィルムで優れた採光性を発揮。換気もでき、室内温度の調整もできます。
ファスナーで開閉できる内フラップ付き。

■サイズ／56×48cm

税込価格 ｜ ¥14，300 （本体価格¥13，000）

■サイズ／14cm巾Ｘ5m巻
■重量／約900ｇ
■素材／軟質塩化ビニール（ポリエステル繊維補強）
■カラー／透明

集会用リペアシート
税込価格 ｜ ¥6，600
（本体価格¥6，000）

鉄骨収納袋

■サイズ／245×45cm
■素材／PPクロス
※H1号・H2号は2枚、H3・H4・H5号
　は3枚の袋が必要です。

税込価格 ｜ ¥6，160
（本体価格¥5，600）

丸型テントウェイト10kg

■サイズ／約Φ24×高さ7.6cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥8，800
（本体価格¥8，000）

丸型テントウェイト20kg

■サイズ／約Φ24×高さ11.4cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥16，500
（本体価格¥15，000）

角型テントウェイト20kg

■サイズ／約27×27×5（6.3）cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥16，500
（本体価格¥15，000）

角型テントウェイト10kg

■サイズ／約27×27×2.7（4.0）ｃｍ
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥8，800
（本体価格¥8，000）

幕体収納袋L

■サイズ／70×98cm
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト
※H4～5号幕用
※ワンタッチ3045・3060幕用

税込価格 ｜ ¥3，850
（本体価格¥3，500）

幕体収納袋M

■サイズ／60×98cm
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト
※H1～3号幕用
※ワンタッチ2424・2436･3030幕用

税込価格 ｜ ¥3，520
（本体価格¥3，200）

約4cm約4cm
約5cm

※テントサイズや屋根幕の詳細はP.69を参照してください

集会用テント  三方幕・前面幕・透明幕・グランドシート・紅白幕

使用例[H4号] ・三方幕 H4号用  ・透明前面幕 H4号用 

○青字…ポリエステル帆布　○赤字…ポリエステルターポリン前面幕　■ポリ袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

約3.0kg
Ｈ1号（長さ約1.5間×高さ197cm）

7321

7371

￥12,100（￥11,000）

￥15,400（￥14,000）

00, 01
約3.0kg 30, 40, 50
約1.5kg 80, 90
約4.0kg

Ｈ2号（長さ約2間×高さ197cm）
7322

7372

￥15,400（￥14,000）

￥18,700（￥17,000）

00, 01
約4.5kg 30, 40, 50
約2.5kg 80, 90
約5.0kg

Ｈ3号（長さ約2.5間×高さ197cm）
7323

7373

￥20,900（￥19,000）

￥25,300（￥23,000）

00, 01
約5.5kg 30, 40, 50
約3.0kg 80, 90
約6.0kg

Ｈ4号（長さ約3間×高さ197cm）

7324

7374

￥24,200（￥22,000）

￥30,800（￥28,000）

00, 01
約6.5kg 30, 40, 50
約4.0kg 80
約3.5kg 90
約7.5kg

Ｈ5号（長さ約4間×高さ197cm）

7325

7375

￥30,800（￥28,000）

￥39,600（￥36,000）

00, 01
約8.5kg 30, 40, 50
約5.0kg 80
約4.0kg 90

税込価格 （本体価格）

透明前面幕　■ポリ袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約2.3kg

約3.0kg

約3.7kg

約4.5kg

約5.9kg

Ｈ1号（長さ約1.5間×高さ197cm）

Ｈ2号（長さ約2間×高さ197cm）

Ｈ3号（長さ約2.5間×高さ197cm）

Ｈ4号（長さ約3間×高さ197cm）

Ｈ5号（長さ約4間×高さ197cm）

7351

7352

7353

7354

7355

￥17,600（￥16,000）

￥22,000（￥20,000）

￥26,400（￥24,000）

￥31,900（￥29,000）

￥41,800（￥38,000）

税込価格 （本体価格）

塩化ビニール
0.25t（mm）
糸入り

（防炎加工）

○青字…ポリエステル帆布　○赤字…ポリエステルターポリン三方幕　■収納袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

約7.0kg

Ｈ1号（長さ約3.5間×高さ197cm）

7311

7361

￥28,600（￥26,000）

￥36,300（￥33,000）

00, 01
約7.5kg 30, 40, 50
約4.5kg 80
約4.0kg 90
約10.0kg

Ｈ2号（長さ約5間×高さ197cm）

7312

7362

￥38,500（￥35,000）

￥50,600（￥46,000）

00
約10.5kg 01
約11.0kg 30, 40, 50
約7.5kg 80
約5.5kg 90
約11.5kg

Ｈ3号（長さ約5.5間×高さ197cm）

7313

7363

￥45,100（￥41,000）

￥58,300（￥53,000）

00
約12.0kg 01
約12.5kg 30, 40, 50
約7.5kg 80
約6.5kg 90
約14.0kg

Ｈ4号（長さ約7間×高さ197cm）

7314

7364

￥53,900（￥49,000）

￥70,400（￥64,000）

00
約14.5kg 01
約15.5kg 30, 40, 50
約9.0kg 80
約7.5kg 90
約16.5kg

Ｈ5号（長さ約8間×高さ197cm）

7315

7365

￥61,600（￥56,000）

￥81,400（￥74,000）

00
約17.0kg 01
約18.0kg 30, 40, 50
約11.0kg 80
約9.0kg 90

税込価格 （本体価格）

透明三方幕　■ポリ袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約5.0kg

約7.4kg

約8.0kg

約10.4kg

約11.0kg

￥35,200（￥32,000）

￥48,400（￥44,000）

￥52,800（￥48,000）

￥66,000（￥60,000）

￥75,900（￥69,000）

7341

7342

7343

7344

7345

Ｈ1号（長さ約3.5間×高さ197cm）

Ｈ2号（長さ約5間×高さ197cm）

Ｈ3号（長さ約5.5間×高さ197cm）

Ｈ4号（長さ約7間×高さ197cm）

Ｈ5号（長さ約8間×高さ197cm）

税込価格 （本体価格）

塩化ビニール
0.25t（mm）
糸入り

（防炎加工）

イスやテーブルを使用しない行事や、更衣室として使いたい時に。
グランドシート

防炎製品

祭りや催事、祝賀などの祝い事で使用される紅白幕。
集会用テントＨ２号･Ｈ４号に取り付けできます。ファスナーで連結できます。

紅白幕

防炎製品■ポリ袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約3.0kg
約3.7kg
約5.5kg

1.5間用（高さ195cm）

2間用（高さ195cm）

3間用（高さ195cm）

7391
7392
7393

￥31,900（￥29,000）

￥40,700（￥37,000）

￥55,000（￥50,000）

税込価格 （本体価格）

ポリエステルターポリン
（防炎加工）

※紅白切り替えピッチ：30cm
（上部帯：40cm）

■ポリ袋入り
品 番 品名（サイズ） 重 量 素 材

約2.2kg
約4.3kg
約5.3kg
約8.4kg
約11.1kg

H1号（約1間×1.5間）

H2号（約1.5間×2間）

H3号（約2.5間×2.5間）

H4号（約2間×3間）

H5号（約2間×4間）

7501
7502
7503
7504
7505

￥11,000（￥10,000）

￥15,400（￥14,000）

￥19,800（￥18,000）

￥29,700（￥27,000）

￥39,600（￥36,000）

税込価格 （本体価格）

ポリエステルターポリン
（防炎加工）

7372



→ テントウェイトをご使用ください→ 張綱と杭をご使用ください
地面が土で杭が打てる場合 杭が打てない状況の場合

風の対策

※テントオプションを使用状況に応じて併用していただければより安全にご使用いただけます。
※悪天候時や天候の悪化が予測される場合は、テントオプションを使用しても倒壊や飛ばされる危険があります。テントの使用を
中止してください。

センターポール上部

トラスバー

アウター
レグセット

コーナージョイント

センター
ポール下部

センタージョイント
（3060センター用）

アウターレグセット
（3060センター用）

インナーレグセット
（高さ調節ロック含む）

トラスジョイント

トラスバーボルト

フレームが破損した場合は各部品を交換することができます。
修理や部品交換の際に、各部の名称をお伝えいただくとお問い合わせが
スムーズです。

部品交換ができます

テントオプション （P.79、P.80を参照）

杭
ワンタッチ用ウォール

（一面幕でファスナーで連結）

テントウェイト用固定ベルトテントウェイト

張綱

フレームを少し広げ幕をかぶせる マジックテープでフレームと幕体を固定し、フレームを広げる フレームの高さを調節して完成

STEP ❶ STEP ❷ STEP ❸

■ ワンタッチテント フレーム名称

■ ワンタッチテント EASY SET UP [スピード設営＆スピード撤収]

■ 安全にテントをご使用いただくために

［脚部］スチール角パイプ34×34mm+28×28mm
［トラスバー］スチール角パイプ25.4×12.7mm（ホワイト粉体塗装） ［脚部］アルミ角パイプ34×34mm+28×28mm

［トラスバー］アルミ角パイプ25.4×12.7mm

トラスバーの支点部に補強プ
レートを入れることで、フレー
ムの強度アップをはかってい
ます。

高さ調整機能
プルリングの採用で、フレーム
の高さが約7.6cmピッチで調
整が安全にできます※2424・
2436は3段階、3030・3045・
3060は5段階

ベースプレートは丈夫なス
チール製。ピンによる固定用
の穴が付いています。（穴径
Φ10mm）

幕が張り上がった状態の位置
でロックが掛かります。畳む時
は、ストッパーのリングを引いて
ロックを解除します。

フレームと屋根幕の四隅のマ
ジックテープを合わせてフ
レームを広げるとセンター
ポールが自動的に屋根幕の
頂点を持ち上げます。

スチール&アルミフレーム共に、持ち
運びしやすいキャスター付きのキャ
リーバッグ付属

トラスバー補強プレート 丈夫なベースプレート ストッパー 天井部持ち上げ フレームキャリーバッグ

アルミフレームはスチールフレームに比べて30%軽量（当社比）、
女性でも組立てや持ち運びがラクにできる錆びにくい高品質の
アルミ製フレームです。

丈夫で安定感のあるスチールを採用、ホワイト粉体塗装により錆か
ら守ります。

スチールフレーム アルミフレーム

■ ワンタッチテントのフレームは二種類

屋根幕共通特長

ワンタッチテント フレームの種類と特長

トラスバーは強度を出すために内部構造を補強しています

■ ワンタッチイベントテント サイズ・面積・梱包数

2424 3030 1827

2436 2448

※サイズはフレームの外寸となります  サイズ：（奥行×間口×棟高×軒高）

■サイズ／300×300×318～349×220～251cm
■面積／約2.72坪（9.0㎡）
■梱包数／2個口

■サイズ／180×270×249~271×192~208cm
■面積／約 1.47坪（4.86㎡）
■梱包数／ 2個口

■サイズ／240×360×277~293×192~208cm
■面積／約2.61坪（8.64㎡）
■梱包数／2個口

■サイズ／240×480×277~293×192~208cm
■面積／約3.48坪（11.52㎡）
■梱包数／2個口

■サイズ／240×240×277～293×192～208cm
■面積／約1.74坪（5.76㎡）
■梱包数／2個口

3045

■サイズ／300×450×318~349×220~251cm
■面積／約4.08坪（13.5㎡）
■梱包数／2個口

3060

■サイズ／300×600×318~349×220~251cm
■面積／約5.45坪（18.0㎡）
■梱包数／2個口

切妻アルミ
3060

Ⅱ型

■サイズ／300×600×318~349×220~251cm
■面積／約5.45坪（18.0㎡）
■梱包数／2個口

■サイズ／300×600×318~349×220~251cm
■面積／約5.45坪（18.0㎡）
■梱包数／2個口

間口

軒
高

キリヨケ30ｃｍ

棟
高

奥行

生地に赤外線遮蔽効果を持たせたモデル。従来の天幕に比べ、約15%程度の温度低減が可能です。

従来通りの屋根幕です。

養生2類の強度でレギュラータイプよりも薄く軽い生地を使用しています。レギュラータイプの屋根
幕より生地重量が約25%軽いモデルです（当社比）

レギュラータイプ

遮熱タイプ

軽量タイプ

ワンタッチテント 屋根幕の種類と特長

■ ワンタッチテントの屋根幕はすべて防炎製品です

■ ポリエステルターポリンの屋根幕は三種類

製品の防炎性能が認定された
「防炎製品ラベル」が付けられています

防炎製品認定委員会が認定した防炎性能を有する生地素材

防炎加工、UVカット加工を施したポリエステルターポリン（両面塩ビコーティン
グ）を使用し、国内工場で製造しています。

ポリエステルターポリンは防水性・耐候性に優れ、オックスフォード生地に比べて表面
の印刷や文字書きの見栄えが良くなり、剥がれも少なくなります。また、汚れも簡単に
落とすことができます。

フック付きベルト
屋根幕のフック付きベルトをトラスバーに固定する
ことで、幕体の張りをアップさせます。

マジックテープで固定
四隅上部のコーナーの脚にマジックテープで固定
することで、屋根幕の形状がきれいにでます。

屋根幕共通特長

火災による被害の軽減に大きな効果をあげるため、消費
者保護の立場にたった「防炎製品認定委員会」が消防庁
の指導のもとに防炎性能基準を定めました。それに基づい
て、残炎時間・残じん時間等を測定し、基準に合格したも
のが“防炎製品”として認定されます。この防炎製品には
〈防炎製品ラベル〉が表示されています。

防炎製品とは  ※（公財）日本防炎協会「防炎製品認定委員会」

ワンタッチテント ワンタッチで設営・撤収ができる、とても扱いやすいテントです。
小さく収納でき持ち運びや移動にも便利なので、スポーツや各種イベントなど多目的にお使いいただけます。

ポリエステル繊維の基布に表裏から塩ビ樹脂をコーティング加工し、樹脂をブリッジ架橋させ、防水性に優れた生地です。

身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって
繊維製品が「もえぐさ」となって発生する火災を予防する性能です。

遮熱タイプ 温度差のテスト結果

30℃10:00 12:00 14:00

40℃

50℃

レギュラー

遮熱

48.8℃

42.8℃
44.6℃

40.2℃

36.4℃
38.4℃37.2℃

国内工場で製造 生地はポリエステルターポリン

7574



※3060

※3045

※サイズ：（奥行 ×間口 ×棟高 ×軒高）

間口

軒
高

キリヨケ30ｃｍ

棟
高

奥行

間口

軒
高

キリヨケ30ｃｍ

棟
高

奥行

■サイズ／ 240×360×277~293×192~208cm
■面積／約 2.61坪（8.64㎡）　■梱包数／ 2個口

2436

■サイズ／ 300×450×318~349×220~251cm
■面積／約 4.08坪（13.5㎡）　■梱包数／ 2個口

3045

■サイズ／ 180×270×249~271×192~208cm
■面積／約 1.47坪（4.86㎡）　■梱包数／ 2個口

1827

■サイズ／ 240×480×277~293×192~208cm
■面積／約 3.48坪（11.52㎡）　■梱包数／ 2個口

2448

■サイズ／ 300×600×318~349×220~251cm
■面積／約 5.45坪（18.0㎡）　■梱包数／ 2個口

3060

■素材／幕体：ポリエステルターポリン（防炎加工）
■脚フレーム本数／ 2436・3045：4本、3060：6本
■付属／屋根幕収納袋、フレームキャリーバッグ、ピン 4本、
　　　　張綱自在付 4本（セット購入のみ）

51ブルー40グリーン 99 ブラック30イエロー10レッド01ホワイト

90ホワイト80ホワイト

［防炎製品］  製品の防炎性能が認定された「防炎製品ラベル」が付けられています。
■カラーバリエーション

生地に赤外線遮蔽効果を持
たせたモデル。従来の天幕に
比べ、約15%程度の温度低減
が可能です。

養生2類の強度でレギュラータイプより
も薄く軽い生地を使用しています。レ
ギュラータイプの屋根幕より生地重量
が約25%軽いモデルです（当社比）

レギュラータイプ

遮熱タイプ 軽量タイプ

※文字入れはP.84を参照してください※テントサイズや屋根幕の詳細はP.74を参照してください

ワンタッチイベントテント 1827・2436・2448・3045・3060

■収納袋付き屋根幕単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

2436 屋根幕

3045 屋根幕

7112

7114

￥60,500（￥55,000）

￥71,500（￥65,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

01
10, 30, 40, 51, 99

3060 屋根幕7115
￥88,000（￥80,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約6.5kg
約7.0kg

2448 屋根幕7118
￥68,200（￥62,000）

￥83,600（￥76,000）

￥75,900（￥69,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約8.5kg
約9.0kg

80
90

約8.0kg
約7.0kg

1827 屋根幕7110
￥55,000（￥50,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約4.5kg
約5.0kg

￥68,200（￥62,000）

￥60,500（￥55,000）

80
90

約4.0kg
約3.5kg

￥70,400（￥64,000）

￥64,900（￥59,000）

80
90

約6.0kg
約5.5kg

約8.5kg
約9.5kg

￥79,200（￥72,000）

￥86,900（￥79,000）80
90

約8.0kg
約7.0kg
約11.0kg
約12.0kg

￥105,600（￥96,000）

￥96,800（￥88,000）

80
90

約10.0kg
約8.5kg

税込価格 （本体価格）

■フレームキャリーバッグ付きスチールフレーム単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 収納サイズ

2436 スチールフレーム7182 ￥60,500（￥55,000）

3045 スチールフレーム7184 ￥71,500（￥65,000）

124×34×25cm
156×34×25cm

3060 スチールフレーム7185 ￥88,000（￥80,000）156×45×25cm

約29.0kg
約34.5kg
約45.5kg

税込価格 （本体価格）

■収納袋付き屋根幕＋スチールフレーム＋付属品セット価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

スチール2436

スチール3045

7172

7174

￥121,000（￥110,000）

￥143,000（￥130,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

01
10, 30, 40, 51, 99

スチール30607175
￥176,000（￥160,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約35.5kg
約36.0kg

￥130,900（￥119,000）

￥125,400（￥114,000）

80
90

約35.0kg
約34.5kg
約43.0kg
約44.0kg

￥150,700（￥137,000）

￥158,400（￥144,000）80
90

約42.5kg
約41.5kg
約56.5kg
約57.5kg

￥193,600（￥176,000）

￥184,800（￥168,000）

80
90

約55.5kg
約54.0kg

税込価格 （本体価格）

■収納袋付き屋根幕＋アルミフレーム＋付属品セット価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

アルミ2436

アルミ3045

6172

6174

￥154,000（￥140,000）

￥176,000（￥160,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

01
10, 30, 40, 51, 99

アルミ30606175
￥214,500（￥195,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約31.4kg
約31.9kg

アルミ24486178
￥189,200（￥172,000）

￥204,600（￥186,000）

￥196,900（￥179,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約42.3kg
約42.8kg

80
90

約41.8kg
約40.8kg

アルミ18276170
￥137,500（￥125,000）

01
10, 30, 40, 51, 99

約26.7kg
約27.2kg

￥150,700（￥137,000）

￥143,000（￥130,000）

80
90

約26.2kg
約25.7kg

￥163,900（￥149,000）

￥158,400（￥144,000）

80
90

約30.9kg
約30.4kg

約36.5kg
約37.5kg

￥183,700（￥167,000）

￥191,400（￥174,000）80
90

約36.0kg
約35.0kg
約51.0kg
約52.0kg

￥232,100（￥211,000）

￥223,300（￥203,000）

80
90

約50.0kg
約48.5kg

税込価格 （本体価格）

■フレームキャリーバッグ付きアルミフレーム単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 収納サイズ

3060 アルミフレーム6185 ￥126,500（￥115,000）156×45×25cm約40.0kg

1827 アルミフレーム6180 ￥82,500（￥75,000）

2436 アルミフレーム6182 ￥93,500（￥85,000）

124×34×25cm
124×34×25cm

約22.2kg
約24.9kg

2448 アルミフレーム6188 ￥121,000（￥110,000）

3045 アルミフレーム6184 ￥104,500（￥95,000）

124×34×25cm
156×34×25cm

約33.8kg
約28.0kg

税込価格 （本体価格）

※基本以外のカラー注文も承りますのでご相談ください。
※01と51以外のカラーは受注生産品となります。

※UVカット加工はレギュラー
タイプのみ

※3030

※2424

［防炎製品］  製品の防炎性能が認定された「防炎製品ラベル」が付けられています。
■カラーバリエーション

間口

軒
高

キリヨケ30ｃｍ

棟
高

奥行

■サイズ／240×240×277～293×192～208cm
■面積／約1.74坪（5.76㎡）　■梱包数／2個口

2424

■サイズ／300×300×318～349×220～251cm
■面積／約2.72坪（9.0㎡）　■梱包数／2個口

3030

※サイズ：（奥行 ×間口 ×棟高 ×軒高）

■素材／幕体：ポリエステルターポリン（防炎加工）
■脚フレーム本数／ 4本
■付属／屋根幕収納袋、フレームキャリーバッグ、ピン 4本、
　　　　張綱自在付 4本（セット購入のみ）

01 10 13 30 40 51 57
レッド×
ホワイト

イエロー ブルー×
ホワイト

レッド グリーン ブルー
99

ブラックホワイト

80
ホワイト

生地に赤外線遮蔽効果を持たせ
たモデル。従来の天幕に比べ、約
15%程度の温度低減が可能です。

レギュラータイプ

遮熱タイプ

90
ホワイト

養生2類の強度でレギュラータイプよ
りも薄く軽い生地を使用しています。
レギュラータイプの屋根幕より生地重
量が約25%軽いモデルです（当社比）

軽量タイプ

ワンタッチイベントテント 2424・3030

ワンタッチイベントテントのフレーム専用キャ
リーバッグ。 運びやすいキャスター付き。

ワンタッチフレームキャリーバッグ
■素材／ポリエステル600d、P.Pテープ
■カラー／■ダークグリーン

ワンタッチテント 専用オプション

屋根幕＋スチールフレーム＋付属品セット価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

スチール2424

スチール3030

7171

7173

￥88,000（￥80,000）

￥121,000（￥110,000）

01
10, 13, 30, 40, 51, 57, 99

01
10, 13, 30, 40, 51, 57, 99

約27.0kg
約27.5kg

￥94,600（￥86,000）

￥97,900（￥89,000）80
90約26.5kg

約27.0kg

￥123,200（￥112,000）

￥128,700（￥117,000）80
90約31.5kg

約32.5kg

約33.0kg
約33.5kg

税込価格 （本体価格）

屋根幕＋アルミフレーム＋付属品セット価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

アルミ30306173
￥154,000（￥140,000）

01
10, 13, 30, 40, 51, 57, 99

約29.0kg
約29.5kg

￥156,200（￥142,000）

￥161,700（￥147,000）80
90約27.5kg

約28.5kg

税込価格 （本体価格）

■収納袋付き屋根幕単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 カラー（素材）

2424 屋根幕

3030 屋根幕

7111

7113

￥40,700（￥37,000）

￥55,000（￥50,000）

01
10, 13, 30, 40, 51, 57, 99

01
10, 13, 30, 40, 51, 57, 99

約4.5kg
約5.0kg

￥47,300（￥43,000）

￥50,600（￥46,000）80
90約4.0kg

約4.5kg

￥57,200（￥52,000）

￥62,700（￥57,000）80
90約5.0kg

約6.0kg

約6.5kg
約7.0kg

税込価格 （本体価格）

■フレームキャリーバッグ付きスチールフレーム単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 収納サイズ

2424 スチールフレーム7181 ￥47,300（￥43,000）

3030 スチールフレーム7183 ￥66,000（￥60,000）

124×25×25cm
156×25×25cm

約22.5kg
約26.5kg

税込価格 （本体価格）

■フレームキャリーバッグ付きアルミフレーム単品価格
品 番 品名（サイズ） 重 量 収納サイズ

3030 アルミフレーム6183 ￥99,000（￥90,000）156×25×25cm約22.5kg

税込価格 （本体価格）

131×42×31cm1827・2424･2436・2448用7004 ￥15,400（￥14,000）

161×42×31cm3030･3045用7005 ￥15,950（￥14,500）

161×47×31cm3060・切妻3060・Ⅱ型用7006 ￥16,500（￥15,000）

品 番 品 名 サイズ 税込価格 （本体価格）

幕体収納袋M

■サイズ／60×98cm
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト
※H1～3号幕用
※ワンタッチ2424・2436･3030幕用

税込価格 ｜ ¥3，520
（本体価格¥3，200）

幕体収納袋L

■サイズ／70×98cm
■素材／ポリエステルターポリン
■カラー／ホワイト
※H4～5号幕用
※ワンタッチ3045・3060幕用

税込価格 ｜ ¥3，850
（本体価格¥3，500）

雨どい240

■サイズ／25×241×12.5cm
■重量／約1.0kg
■素材／ターポリン
■カラー／ホワイト

税込価格 ｜ ¥7，700
（本体価格¥7，000）

雨どい300

■サイズ／25×301×12.5cm
■重量／約1.0kg
■素材／ターポリン
■カラー／ホワイト

税込価格 ｜ ¥8，250
（本体価格¥7，500）

※基本以外のカラー注文も承りますのでご相談ください。
※01と51以外のカラーは受注生産品となります。

※UVカット加工はレギュ
ラータイプのみ

7776





HL

WL

H
HW

フレームは接続部分を補強。
裾部の広がりを防ぐ裾フレー
ムと脚部プレートを採用。地
面または木製デッキどちらへ
の固定も容易です。

■素材／本体生地：ポリエステルスパン（防水加工）
　　　  フライ：ポリエステル帆布
　　　  グランドシート：PVC
　　　  フレーム：スチールΦ31.8×1.6ｔ（mm）（亜鉛メッキ）
■カラー／ワサビ
■付属／設営用具（ピン、アングル杭、ハンマー、張綱）
※出荷時梱包数：3個口（幕体1、フレーム1、杭1）

常設用テント（家形 鉄骨組立式） 共通仕様

前室 90 285

210
170

380 385

385

190
360

190

470 430

250 220

300

440

430

前室 120

190
250

470 479

360

220

440

479

前室 110

全開・片側と自由に開放可能。
内幕も同様の機能があります。

後面は大型のメッシュ窓付き。前面の
窓と併用すれば換気効率がアップ。 出入口には靴や荷物を置けるス

ペースを設定。天井部分には採光
窓を備えています。

前後面・側面の生地にはテフロ
ン加工を施しています。

※杭セットは別売りです。

■素材／本体：［屋根］ポリエステル帆布・防汚加工
　　　　　　  ［正面・ウォール］ポリエステルスパン（防水加工）
　　　  内幕：［屋根・正面・ウォール］ポリエステル250d
　　　　　　  ［グランドシート］PVC
　　　  フレーム：スチールΦ31.8×1.6t（mm）（亜鉛メッキ）
■カラー／グリーン×ライトグリーン
※出荷時梱包数：4個口（幕体1、フレーム3）

常設用テント（ロッジ形 鉄骨組立式） 共通仕様

◎エンド部分の補強で耐久性にも優れ、防湿・断熱効果を発揮し快適な寝室をつくります。

抗菌･抗カビ
素材採用

■素材／発泡ポリエチレンシート　■カラー／ブルー×シルバー　■収納袋付き

常設用フロアーマット

家形常設用テント（鉄骨組立式）

※常設用テント･HＧ８

常設用テントの人数表記
常設用テントは居住性を快適にするために、一人当たりのサイズを、旧JIS人数サイズより広めのサイズとしています。

70 22

205

65 22

200

55 25

180

45
180

常設用テント ロッジテント ドームテント 野外教育用テント

（単位：cm）

■セット内容／アングル杭：6本、ピン：16本 (Φ9ｍｍ)、ハンマー：1丁

■セット内容／アングル杭：8本、ピン：18本 (Φ9ｍｍ)、ハンマー：1丁

6人用・8人用杭セット
2493

10人用杭セット
2492

専用杭セット

常設用テント 専用オプション

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

※10人用（常設用テント･51） ※8人用（常設用テント･52）

2476
■重量／幕体：約 25.0kg、フレーム：約 50.0kg

常設用テント 6人用

2478
■重量／幕体：約 28.0kg、フレーム：約 55.0kg

常設用テント 8人用

2470
■重量／幕体：約 32.0kg、フレーム：約 60.0kg

常設用テント 10人用

8人用

10人用

2452
■サイズ／ H180×W230×L400×HL530×HW50cm
■重量／約 60kg

常設用テント･52

2451
■サイズ／ H230×W310×L400×HL530×HW60cm
■重量／約 78kg

常設用テント･51

14人用
2450
■サイズ／ H230×W400×L400×HL530×HW60cm
■重量／約 83kg

常設用テント･50

ロッジ形常設用テント（鉄骨組立式）

税込価格 ｜ ¥440，000 （本体価格¥400，000）

税込価格 ｜ ¥495，000 （本体価格¥450，000）

税込価格 ｜ ¥550，000 （本体価格¥500，000）

税込価格 ｜ ¥18，700 （本体価格¥17，000）

税込価格 ｜ ¥20，900 （本体価格¥19，000）

税込価格 ｜ ¥770，000 （本体価格¥700，000）

税込価格 ｜ ¥660，000 （本体価格¥600，000）

税込価格 ｜ ¥528，000 （本体価格¥480，000）

品 番 品名（対象テント名） サイズ 重 量

約2.3kg
約3.2kg
約3.6kg

285×360×0.3厚cm
300×440×0.3厚cm
360×440×0.3厚cm

常設用フロアーマットHG6（常設用テント･6人用）
常設用フロアーマットHG8（常設用テント･8人用）
常設用フロアーマットHG10（常設用テント･10人用）

4016
4018
4010

￥28,600（￥26,000）

￥35,200（￥32,000）

￥39,600（￥36,000）

税込価格 （本体価格）

New

New

New

集会用テント・イベントテント  専用オプション

20kgの使用例10kgの使用例

重ねて使用できます。 支柱１本を固定して
使用する方法。

ロープで固定できます。 支柱2本を固定できます。テン
トを連棟する時に便利です。

支柱2本を同時に
固定することがで
きます。イベント時
の連棟に便利です。

支柱1本を固定
する使用方法。

風の強い時やしっ
かり固定したい時
は、複数重ねるこ
とができます。

※集会用テント、イベントテントには丸型テントウェイトが適しています ※ワンタッチイベントテントには角型テントウェイトが適しています

アルミ自在（ 3
穴）付きロープ
（3.5m）が付属。

※写真は「砂」
　使用時。

水と砂のどちらでも約20kgのおもりとして使用可能。
コンパクトに収納でき、防災備蓄用など保管に便利。

丸型テントウェイト10kg

■サイズ／約Φ24×高さ7.6cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥8，800
（本体価格¥8，000）

丸型テントウェイト20kg

■サイズ／約Φ24×高さ11.4cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥16，500
（本体価格¥15，000）

角型テントウェイト10kg

■サイズ／約27×27×2.7（4.0）ｃｍ
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥8，800
（本体価格¥8，000）

角型テントウェイト20kg

■サイズ／約27×27×5（6.3）cm
■素材／鉄鋳物（亜鉛メッキ）

税込価格 ｜ ¥16，500
（本体価格¥15，000）

テントウェイト用固定ベルト 4本組

■サイズ／幅25mm×長さ480cm×4本
■重量／約520g（130g×4本）
■素材／P.Pテープ 　■ダイキャストバックル付

税込価格 ｜ ¥6，600
（本体価格¥6，000）

ウォーター・サンドウェイト

■サイズ／31×29×25（水袋使用時の高さ）cm
■素材／［袋］ＰＰクロス
　　　　［水袋］ポリエチレン、ナイロン

税込価格 ｜ ¥3，850
（本体価格¥3，500）

テントウェイトカバー 2枚組み

■サイズ／Φ25×高さ7.5cm
■素材／発泡ポリエチレンシート3t（mm）
■カラー／■シルバー×■ホワイト

税込価格 ｜ ¥3，300
（本体価格¥3，000）

集会用張綱セット

■ビニロンロープΦ6（mm）×4ｍ×6本組
■木製自在付き

税込価格 ｜ ¥4，620
（本体価格¥4，200）

鉄製丸棒杭

■サイズ／Φ16（mm）×長さ50cm
■重量／約950g　■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥1，980
（本体価格¥1，800）

鉄製アングル杭 4本組

■サイズ／長さ30×2.6×2.6cm
■重量／約200g /本　■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥3，300
（本体価格¥3，000）

■重量／約1.4kg

3ポンドハンマー
7052 税込価格 ｜ ¥3，850

（本体価格¥3，500）

フレペグ
テント用フックタイプ

■フックタイプ
■250×Φ40mm（レンチサイズ24） 
■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥22，000
（本体価格¥20，000）

フレペグ
サッカーゴール用 R26

7056

■R26（径30~50mm用）
■250×Φ40mm（レンチサイズ24） 
■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥23，100
（本体価格¥21，000）

フレペグ
サッカーゴール用 R42

7057

■R42（径50~80mm用）
■250×Φ40mm（レンチサイズ24） 
■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥24，200
（本体価格¥22，000）

フレペグ
サッカーゴール用 角100

7058

■角100（角100mm以下用）
■250×Φ40mm（レンチサイズ24） 
■素材／スチール

税込価格 ｜ ¥25，300
（本体価格¥23，000）

フレペグ用六角レンチ

■レンチサイズ／24
■素材／鋳物

税込価格 ｜ ¥15，400
（本体価格¥14，000）

約4cm約4cm

約5cm

8180



3~4人用

5人用

2657

2656

270

460

175

280

180
130 270

145

230

135

380

220

220120

180

480290

188

280145

280

開放的な前室空間
大きな前面パネルの張り出しと側面フラップの巻きで開放
的な前室空間をつくります。(張り出しポールは別売りです)

後面出入口
後面フラップを巻上げると大きなメッシュパネルと出入
口になります。

ピスタ5にはスイベルジョイントを採用
スイベルジョイントを採用することでフレームを一体化
し、大きなテントでも設営が容易に行えます。

ベンチレーター
内幕上部に2ヵ所のベンチレーターを装備。フライシート
のベンチレーターと合わせ、効果的な換気ができます。

シンプルでたてやすいクロスフレーム構造 内幕2ヵ所にポケットと頂上部に吊り下げ用ループを装備 グランドシートはバスタブ状の形状

共通仕様／

ピスタ34・ピスタ５　共通仕様

2732
■重量／幕体：約 9.0kg、ポール：約 2.6kg
■素材／フライ：ポリエステル 75d（耐水圧 1,800mm）
　　　　内幕：ポリエステル
　　　　グランドシート：PVC（耐水圧 10,000mm以上）
　　　　ポール：6061及び 7001アルミ合金
■収納／ 73×25×25cm
■カラー／ブルー ×ベージュ×ブラウン
■付属品／スチールピン、Pペグ、張綱、ハンマー、収納袋
JANCODE：201741、カートン入数：2

スクートDX6

■重量／幕体：約 4.0kg、ポール：約 1.9kg
■収納／ 62×22×22cm
JANCODE：265705、 カートン入数：2

ピスタ34

■重量／幕体：約 5.5kg、ポール：約 2.5kg
■収納／ 80×23×23cm
JANCODE：265606、 カートン入数：2

ピスタ5

■素材／フライ：ポリエステル75d （耐水圧1,800mm）、内幕：ポリエステル
　　　　グランドシート：ポリエステル210d （耐水圧1,800mm）、ポール：6061アルミ合金
■カラー／ブラウン×サンド×レッド　■付属品／スチールピン、Pペグ、張綱、ハンマー、収納袋

前面の張り出し
（別売の張り出し用ポールが2本必要です。）

前・後面パネルの巻上げ

税込価格 ｜ ¥102，300 （本体価格¥93，000）

税込価格 ｜ ¥55，000 （本体価格¥50，000）

税込価格 ｜ ¥66，000 （本体価格¥60，000）

6人用
　WATER
REPELLENT
撥水加工

◆専用入口幕付き
◆側面・後面窓付き
◆後面はファスナーで開閉可能
◆ポールの数：6本 

◆付属の入口幕を取り付けた状態。※在庫がなくなり次第、販売を終了いたします 175360

136
200

フライシートの前後には水滴が出入口に
直接落ちない工夫が施されています。

■素材／ポリエステルスパン（防水）　■カラー／ワサビ
■付属／ペグ、張綱　■収納袋付き　※Ａ形キャンプテントとの使用をおすすめします

Ｖフライシート

テントの奥行
T/LW

フライシートの
間口

F/L
フライシートの奥行
（ヒサシ部込）

■素材／PVC（防炎加工）　
■カラー／■ブルー

グランドシート

メッシュ付きの出入口

W

H
HW

L

フライシートがついた二重屋根構造。
リッジポール付きで高強度。
フライシートがついた二重屋根構造。
リッジポール付きで高強度。

後面ザックコーナー付き

W

H
HW

LRL

後 前

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

オーソドックスなキャンプテント。
Vフライシートの併用をおすすめします。

7602

グランドテントＬ

■重量／約9.0kg
■素材／本体：ポリエステル250d（防水加工、防炎加工）
　　　　ポール：アルミΦ22×1.2t（mm）
■収納／63×38×10cm
■カラー／イエロー
■付属／入口幕、ペグ、張綱、金づち、収納袋

防炎製品

■素材／専用フライ：ポリエステル250ｄ（防水加工・防炎加工）
　　　　本体：[前・後・側面]ポリエステル250ｄ（防水加工・防炎加工）
　　　　　　  [屋根]ナイロン70ｄ
　　　　　     [グランドシート]ＰＶＣ（防炎加工）
　　　　ポール・リッジポール：アルミ合金
■カラー／イエロー×ブルー
■10人用、8人用は3本ポール
■グランドシート縫着
■付属／ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋
　※ポールの修理・交換についてはお問い合わせください。

FA形キャンプテント

■素材／本体：ポリエステルスパン（防水加工）
　　　　グランドシート：ＰＶＣ（防炎加工）
　　　　ポール・リッジポール：アルミ合金
■カラー／ワサビ
■10人用は3本ポール
■後室（ザックコーナー）付き
■グランドシート添付
■付属／ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋
　※ポールの修理・交換についてはお問い合わせください。

A形キャンプテント

野外教育用テント 専用オプション

※Ａ形キャンプテント専用

品 番 収容人数 H×W×L×HW 重 量 収納サイズ

約11.7kg
約15.2kg
約16.5kg

68×38×20cm
70×38×20cm
72×38×20cm

182×182×273×45cm
182×182×364×45cm
182×227×364×45cm

6人用
8人用

10人用

3616
3618
3610

￥110,000（￥100,000）

￥137,500（￥125,000）

￥143,000（￥130,000）

税込価格 （本体価格）

品 番 収容人数 H×W×L×HW×RL 重 量 収納サイズ

約10.0kg
約11.0kg
約14.0kg

62×38×18cm
67×38×19cm
67×38×20cm

182×182×273×45×60cm
182×227×273×45×90cm
182×227×364×45×90cm

6人用
8人用

10人用

3626
3628
3620

￥138,600（￥126,000）

￥159,500（￥145,000）

￥192,500（￥175,000）

税込価格 （本体価格）

品 番 収容人数 W×F/L (T/L) 重 量

約2.6kg
約2.8kg
約3.2kg

425×315（273）cm
440×315（273）cm
440×425（364）cm

6人用
8人用

10人用

3746
3748
3740

￥52,800（￥48,000）

￥58,300（￥53,000）

￥73,700（￥67,000）

税込価格 （本体価格）

品 番 収容人数 W×L×RL 重 量

約2.5kg
約3.1kg
約4.1kg

182×273×60cm
227×273×90cm
227×364×90cm

6人用
8人用

10人用

3736
3738
3730

￥11,000（￥10,000）

￥14,300（￥13,000）

￥17,600（￥16,000）

税込価格 （本体価格）

税込価格 ｜ ¥82，500 （本体価格¥75，000）

8382
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