
ドームテント ２ルームテント テント用インナーマット グランドシート スクエアタープ ヘキサタープ フォールディングマットレス

(税込)\3,300 (税込)\5,500 (税込)\880 (税込)\660 (税込)\1,980 (税込)\1,430 (税込)\330

４～６名用
ｻｲｽﾞ：300×300×190(h)㎝

４～５名用
ｻｲｽﾞ：540×340×215(h)㎝

ｻｲｽﾞ：295×295㎝ ｻｲｽﾞ：280×280㎝ 　６名～
ｻｲｽﾞ：550×400×250(h)㎝

～５名
ｻｲｽﾞ：460×250×435×230(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時200×60×2(h)㎝

ブランケット 電池ランタン(電池別) ガスランタン(ガス別) ガソリンランタン(ガソリン別) ランタンスタンド ガスツーバーナー(ガス別) ガソリンツーバーナー(ガソリン別) スモーカー

(税込)\330 (税込)\330 (税込)\660 (税込)\660 (税込)\330 (税込)\880 (税込)\880 (税込)\864

ｻｲｽﾞ：200×150㎝ 乾電池別売(単１×４本)
照明度200キャンドル

130W相当
照明度200キャンドル

130W相当
三点支持タイプ

100～220(h)㎝で調節可能
ガスカートリッジ燃料別売 ホワイトガソリン燃料別売 熱燻対応のスモーカー

クックウェア テーブルウェア カトラリーセット 飯ごう ウォータージャグ テーブル チェア
(税込)\550 (税込)\550 (税込)\550 (税込)\330 (税込)\550 (税込)\550 (税込)\330

ステンレス鍋×２
フライパンのセット

カップ・ボウル・プレート
各４点セット(メラミン製)

スプーン・フォーク・ナイフ
各４本セット

４合炊き用 約19ℓ
ｻｲｽﾞ：38×32×47.5(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時60×90×70(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時65×48×78(h)㎝

BBQセット BBQグリル(器材のみ) ダッチオーブン(10・12インチ) 焚き火台 ホットカーペット イステーブルセット
(税込)\1,980 (税込)\1,100 (税込)\880 (税込)\1,100 (税込)\1,100 (税込)\1,320

内容：【ｸﾞﾘﾙ本体・鉄板・網
火ﾊﾞｻﾐ・炭３kg・着火剤】

内容：
【ｸﾞﾘﾙ本体･鉄板･網･火ﾊﾞｻﾐ】

10インチ：約４㍑
12インチ：約６㍑

スノーピーク製
ｻｲｽﾞ：45×45×30(h)㎝

ｻｲｽﾞ：約176×176㎝
100V-500W

ﾃｰﾌﾞﾙ/約80×70×65(ｈ)㎝
ﾍﾞﾝﾁ/約78×25×35(ｈ)㎝

包丁・まな板セット 大鍋 お玉 ザル ボウル フライ返し 菜箸
(税込)\330 (税込)\550 (税込)\110 (税込)\220 (税込)\220 (税込)\220 (税込)\110

1袋…（税込）\700 木炭 １箱…（税込）\700 着火剤 １袋…（税込）\495 (税込)\990 (税込)\638 (税込)\748 (税込)\440

　　　　　　　　　　　　　　レンタルアイテム一覧 春夏秋期間

※
表示料金は１泊･１点ﾚﾝﾀﾙした場合の

料金です。

スリーピングバック

※
レンタル用品はペットに
使用しないでください。

返却後にペットへの使用形跡が
確認された場合、クリーニング代

もしくは商品代金相当額を
ご請求致します。

(税込)\880

封筒型 快適温度５℃

ｻｲｽﾞ：約84×190㎝

ハイスタンド ※飯ごうは在庫状況により、ライス
クッカーでの提供となります。

(税込)\330

ツーバーナー専用スタンド

キャンプ初心者の方でも手軽に立てられるアシストフック付き！

(税込)\11,000

(税込)\3,960 (税込)\1,430

ナラ薪 

１箱…約３㎏ 

約３～５人用 

販売 １袋/４個入 １個20ｇ 

燃焼時間…1個約13分 

販売 販売 

※ジェルタイプ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｽ470T 
販売 ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｽ230T 

販売 

１缶/ 470ｇ １缶 /230ｇ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾎﾜｲﾄｶﾞｿﾘﾝ 4Ｌ 

販売 

１缶/ ４Ｌ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾎﾜｲﾄｶﾞｿﾘﾝ 1Ｌ 

販売 

１缶/ １Ｌ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ｲｿﾌﾞﾀﾝｶﾞｽ230T 

１缶 /230ｇ 

販売 

※寒冷地に 

強いLPｶﾞｽ 

ﾗｲﾀｰ別売 ﾗｲﾀｰ別売 

手ぶらでキャンプ！ 

Ｃｏｌｅｍａｎ ビギナーセット 

ドームテント 

グラウンドシート 

インナーマット 
ヘキサタープ 

電池ランタン 

（電池付） 
ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏｯﾄﾚｽ ｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｯｸ 

２本１組セット 

内容： （４名用）※２ルームテントに変更可能 ヘキサタープは無くなります。 

タフワイドドームⅣ/300 × 1、 グラウンドシート × 1、                 
インナーマット ×1、ヘキサタープ ×1、電池ランタン（電池付）×1  
リビングセットミニプラス（ﾃｰﾌﾞﾙ＆ﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ） × 1、         
スリーピングバック × 4、 フォールディングマットレス × 4 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｾｯﾄﾐﾆﾌﾟﾗｽ 

（ﾃｰﾌﾞﾙ＆ﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ） 

 

アルカリ電池  単１・２

Ｐ 

販売 



ドームテント ２ルームテント テント用インナーマット グランドシート スクエアタープ ヘキサタープ フォールディングマットレス スリーピングバック
(税込)\3,300 (税込)\5,500 (税込)\880 (税込)\660 (税込)\1,980 (税込)\1,430 (税込)\330 (税込)\1,320

４～６名用
ｻｲｽﾞ：300×300×190(h)㎝

４～５名用
ｻｲｽﾞ：540×340×215(h)㎝

ｻｲｽﾞ：295×295㎝ ｻｲｽﾞ：280×280㎝ 　６名～
ｻｲｽﾞ：550×400×250(h)㎝

～５名
ｻｲｽﾞ：460･250×435×230(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時200×60×2(h)㎝

マミー型 適温温度：-8.5℃以上

ｻｲｽﾞ：約81×208㎝

ブランケット 電池ランタン(電池別) ガスランタン(ガス別) ガソリンランタン(ガソリン別) ランタンスタンド ガスツーバーナー(ガス別) ガソリンツーバーナー(ガソリン別) スモーカー

(税込)\330 (税込)\330 (税込)\660 (税込)\660 (税込)\330 (税込)\880 (税込)\880 (税込)\880

ｻｲｽﾞ：200×150㎝ 乾電池別売(単１×４本)
照明度200キャンドル

130W相当
照明度200キャンドル

130W相当
三点支持タイプ

100～220(h)㎝で調節可能
ガスカートリッジ燃料別売 ホワイトガソリン燃料別売 熱燻対応のスモーカー

クックウェア テーブルウェア カトラリーセット 飯ごう ウォータージャグ テーブル チェア
(税込)\550 (税込)\550 (税込)\550 (税込)\330 (税込)\550 (税込)\550 (税込)\330

ステンレス鍋×２
フライパンのセット

カップ・ボウル・プレート
各４点セット(メラミン製)

スプーン・フォーク・ナイフ
各４本セット

４合炊き用 約19ℓ
ｻｲｽﾞ：38×32×47.5(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時60×90×70(h)㎝

折りたたみ式
ｻｲｽﾞ：使用時65×48×78(h)㎝

BBQセット BBQグリル(器材のみ) ダッチオーブン(10・12インチ) 焚き火台 ホットカーペット イステーブルセット
(税込)\1,980 (税込)\1,100 (税込)\880 (税込)\1,100 (税込)\1,100 (税込)\1,320

内容：【ｸﾞﾘﾙ本体・鉄板・網
火ﾊﾞｻﾐ・炭３kg・着火剤】

内容：
【ｸﾞﾘﾙ本体･鉄板･網･火ﾊﾞｻﾐ】

10インチ：約４㍑
12インチ：約６㍑

スノーピーク製
ｻｲｽﾞ：45×45×30(h)㎝

ｻｲｽﾞ：約176×176㎝
100V-500W

ﾃｰﾌﾞﾙ/約80×70×65(ｈ)㎝
ﾍﾞﾝﾁ/約78×25×35(ｈ)㎝

包丁・まな板セット 大鍋 お玉 ザル ボウル フライ返し 菜箸
(税込)\330 (税込)\550 (税込)\110 (税込)\220 (税込)\220 (税込)\220 (税込)\110

1袋…（税込）\700 木炭 １箱…（税込）\700 着火剤 １袋…（税込）\495 (税込)\990 (税込)\638 (税込)\748 (税込)\440

　　　　　　　　　　　　　　レンタルアイテム一覧 秋冬期間

※
表示料金は１泊･１点ﾚﾝﾀﾙした場合の

料金です。

スリーピングバック

※
レンタル用品はペットに
使用しないでください。

返却後にペットへの使用形跡が
確認された場合、クリーニング代

もしくは商品代金相当額を
ご請求致します。

(税込)\1,100

封筒型 快適温度０℃

ｻｲｽﾞ：約84×190㎝

※飯ごうは在庫状況により、ライス
クッカーでの提供となります。

(税込)\330

ツーバーナー専用スタンド

ハイスタンド

(税込)\11,000

(税込)\3,960 (税込)\1,430

キャンプ初心者の方でも手軽に立てられるアシストフック付き！

１箱…約３㎏ 

約３～５人用 

１袋/４個入 １個20ｇ 

燃焼時間…1個約13分 

販売 販売 

※ジェルタイプ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｽ470T 
販売 ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｽ230T 

販売 

１缶/ 470ｇ １缶 /230ｇ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾎﾜｲﾄｶﾞｿﾘﾝ 4Ｌ 

販売 

１缶/ ４Ｌ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ﾎﾜｲﾄｶﾞｿﾘﾝ 1Ｌ 

販売 

１缶/ １Ｌ 

ｺｰﾙﾏﾝ 

ｲｿﾌﾞﾀﾝｶﾞｽ230T 

１缶 /230ｇ 

販売 

※寒冷地に 

強いLPｶﾞｽ 

ﾗｲﾀｰ別売 ﾗｲﾀｰ別売 

手ぶらでキャンプ！ 

Ｃｏｌｅｍａｎ ビギナーセット 

ドームテント 

グラウンドシート 

インナーマット 
ヘキサタープ 

電池ランタン 

（電池付） 
ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏｯﾄﾚｽ ｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｯｸ 

２本１組セット 

内容： （４名用）※２ルームテントに変更可能 ヘキサタープは無くなります。 

タフワイドドームⅣ/300 × 1、 グラウンドシート × 1、                 
インナーマット ×1、ヘキサタープ ×1、電池ランタン（電池付）×1  
リビングセットミニプラス（ﾃｰﾌﾞﾙ＆ﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ） × 1、         
スリーピングバック × 4、 フォールディングマットレス × 4 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｾｯﾄﾐﾆﾌﾟﾗｽ 

（ﾃｰﾌﾞﾙ＆ﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ） 

 

アルカリ電池  単１・２

Ｐ 

販売 ナラ薪 販売 
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