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テントサイルは高品質で耐久性に優れた素材、特許を取得した3点で支える
デザイン、独自の丸まりにくいストラップシステムによって、どんな環境でも究
極の快適さを実現します。空中に張るため、凸凹のぬかるんだ地形にも対応
し、害虫や動物からしっかり保護。地面に張る従来のテントより環境に負担
をかけません。

しかも、テントサイルのツリーテントや大型ハンモックはどれもモジュール式
で重ねることができるため、どこでも2階建てや3階建てのテントが張れます。

1



第3世代の新装備

1. テントサイルを地面にも設置できるよう、
専用のグラウンドコンバージョンキットが登場
しました。

2. レインフライはすべて耐水圧を5000mmに、
サファリのモデルは8000mmにアップしました。

3. 持ち物を安全に保管できるよう、ジッパー付
きの内部収納ポケットを設けました。

4. フロア下に取り外し可能な収納ネットを付け
ることで、テント内の生活空間が広くなり、
快適性を向上しました。

5. デリケートな樹皮を傷付けずにテントを設
置できるよう、環境に優しいフェルトのツリー
プロテクターを付けました。

6. 最新のメッシュポールスリーブで、通気性を
向上しました。

3. 4.

1. 2.

5. 6.
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スティングレイ
3人用ツリーテント 

受賞歴を誇るスティングレイの進化形。スペースや収納
が増え、通気性を向上することで、究極の快適さが期待
できます。大自然の中で、気の合う相手と充実した時
間を過ごすのに最適なテントといえるでしょう。

ゆとりのある室内空間で大人3人またはファミリーが快適
に過ごし、内外にたっぷり確保した収納スペースにすべ
ての持ち物を安全に保管できます。入口がいくつもあ
るため出入りしやすく、レインフライが張り出している
ため持ち物やテント下の地面が濡れません。

トリリウムのトリプルハンモックを下に張れば、階層
構造になります。

主な特長：

• 4つの出入り口

• 十分な収納スペース

• レインフライを外せば360度の眺望

• 破れにくい虫よけメッシュ

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• 240デニールの丈夫なナイロンとポリエステルの合
成繊維が身体にフィット
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フロア面積：
7.25㎡

出入り口：
x 3

天井高：
1.2m

スティングレイの仕様：

設置サイズ：
4.1 x 4.1 x 4.1m

重量：
11.3kg

収納サイズ：
56 x 33 x 25cm

最大収容人数：
大人3人、または
大人2人と子供3人

最大荷重：
400kg

耐水圧：
5000mm

内部にポケットを設けて収納力を高め、快適な
室内空間と睡眠スペースを確保しました。

40%大きくなった中央ハッチ（マジックテープ式の
安全ラッチ付き）と各サイドの扉から、簡単に出
入りできるようになりました。

取り外し可能なフロア下の収納ネットにかさばる
荷物をまとめれば、室内空間を広く使えます。

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

複数人＆ファミリーの
快適なキャンプ

NEW

設置に要する時間：
15分

NEW NEW
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レインフライのオプションカラー



サファリ スティングレイ
3人用ツリーテント

頑丈で耐久性に優れたツリーテント。主力モデルの

スティングレイと同じスペースや収納を備えています。

丈夫で紫外線に強い最高品質の素材を使用して

いるため、数カ月も張りっぱなしにすることができ、

きちんとメンテナンスすれば、どんなに過酷な環境

でも最長で5年も持ちます。

異常気象に耐え、何度も繰り返し使用できるため、

半常設キャンプや裏庭への設置にもおすすめ。

さまざまな状況に対応できます。

主な特長：

• 5年保証

• フロアには、ダブルステッチを施した丈夫で裂けにく

い450デニールのダクロンを使用し、耐久性を向上

• 丈夫で破れにくいグレード4の虫よけメッシュ

• 十分な収納スペース

• レインフライを外せば360度の眺望

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• 5000時間の紫外線による劣化から保護
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The most robust and enduring Tree Tent in the world.
Designed with the same space and storage capacity as
our flagship Stingray model, but, made from the highest
quality, toughest, UV-resistant material available. This
model can be left up for months at a time, and with
care, can last up to five years in the harshest conditions.

Perfect for semi-permanent camps or back yard set-
ups, these tents are made to withstand extreme climates
and a high volume of occupant turnover and use. There
is nothing you can throw at this material that it cannot
handle!

Key Features:

• 5 Year Guarantee

• Double-stitched with extra heavy-duty, ripstop 450D 
 Dacron floor fabric for durability 

• Heavy- duty tear-resistant, grade 4, insect mesh 

• Plentiful storage space 

• Removable rainfly for 360º views

• Increased separation from insects & ground animals

• No need for level ground. Avoid soggy camping –
  no risk of flooding or mud baths

•5000 hours of UV degradation protection

フロア面積：
7.25㎡

出入り口：
x 3

天井高：
1.2m

サファリ スティングレイの仕様：

設置サイズ：
4.1 x 4.1 x 4.1m

重量：
13.8kg

収納サイズ：
64 x 29 x 29cm 

最大収容人数：
大人3人、または
大人2人と子供3人

最大荷重：
400kg

耐水圧：
8000mm

サファリコレクションの全モデルは5年保証付き 耐水圧8000mmのレインフライは100%防水で、 
5000時間の紫外線による劣化から保護します。

取り外し可能なフロア下の収納ネットにかさばる
荷物をまとめれば、室内空間を広く使えます。

シーズン
4

おすすめの利用法：

複数人の半常設キャンプ
（悪天候にも対応）

耐水圧8000mm 頑丈なラチェット

設置に要する時間：
15分

NEW
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モジュール構造のオールマイティなモデル。レインフライ
と虫よけメッシュを取り付ければ、雨や害虫から守って
くれ、ルーフを取り外せば、3人用のトリリウムハンモック
になります。安定感のあるハンモックは、究極のアウトド
ア基地といえるでしょう。

ポールが1本しか必要ないので、設置も簡単。
ポールを囲む中央のシェルフタワーには持ち物を
安全に収納できます。専用の出入り口と大きなハン
モックを備えた3つのエリアに分かれているため、
各人が換気を調節することも可能。スペースに余裕
があるので、友人グループや家族でご利用ください。

主な特長：

• 多目的＆多機能：ツリーテントとしても、トリリウム
ハンモックとしても使用可

• 通気性を向上

• 各サイドに出入り口

• レインフライを外せば360度の眺望

• 破れにくい虫よけメッシュ

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 240デニールの丈夫なナイロンとポリエステルの

合成繊維が身体にフィット

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけにな

る心配なし
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ステルス
3人用ツリーテント



フロア面積：
7.25㎡

出入り口：
x 3 

天井高：
1m

ステルスの仕様：

設置サイズ：
4.1 x 4.1 x 4.1m

重量：
11.2kg

収納サイズ：
56 x 36 x 28cm

最大収容人数：
大人3人、または
大人2人と子供3人

最大荷重：
400kg

耐水圧：
5000mm

中央にポールを配した風雨に強いデザイン
なので、水はけが良く、天井が高く、設置も
簡単です。

中央のシェルフタワーに、各人の持ち物を
別々に収納でき、寝るためのスペースも
たっぷり確保できます。

各サイドに入り口があるので出入りしやすく、
フロア下に専用の収納ネットが付いているので、
スペースを広く使えます。

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

複数人の多目的な

キャンプ＆レジャー

設置に要する時間：
15分

NEW
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レインフライのオプションカラー



ビスタが進化して、テントサイル史上最大のモデルが
誕生しました。レインフライは大きく、ポールは太くな
り、フロアには、ダブルステッチを施した丈夫で裂け
にくい450デニールのダクロンを使用して、悪天候に
対応し、オールシーズン楽しめるテントに仕上げまし
た。

ユニークなドーム型のデザインは、仲間や家族と楽しむ
キャンプにぴったり。天井が高く、ツリーテントが大人
3人または小家族で泊まれる大きなハンモックになり
ます。100%防水で紫外線に強いレインフライと組み立
てやすいポール構造、メッシュのライニングをすべて
取り外せば三方の視界が開けます。
裏庭や公園への設置もおすすめ。

主な特長：

• フロアには、ダブルステッチを施した丈夫で裂けにく

い450デニールのダクロンを使用し、耐久性を向上

• 多機能なモジュール構造

• 三方が開いているので、どこからでも出入り可能

• レインフライを外せば360度の眺望

• 破れにくい虫よけメッシュ

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• レインフライの耐水圧が8000mmにアップ

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし
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サファリ ビスタ
3人用ツリーテント



フロア面積：
7.25㎡

出入り口：
x 3

天井高：
1.5m

ビスタの仕様：

設置サイズ：
4.1 x 4.1 x 4.1m

重量：
13.6kg

収納サイズ：
50 x 30 x 30cm

最大収容人数：
大人3人、または
大人2人と子供3人

最大荷重：
400kg

耐水圧：
8000mm

オールシーズン快適で、眺望も楽しめるツリー
テント。虫よけネットを簡単に取り外せば、日差
しを避けながら、周囲の眺めも堪能できます。

天井高が1.5mもあり、広々としたファミリー
サイズのテントです。

丈夫で裂けにくい450デニールのダクロンを
フロアに使用して、耐久性を向上しているため、
摩耗や損傷を心配せずに多用できます。

シーズン
4

頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

複数人の多目的な

キャンプ＆レジャー

設置に要する時間：
15分

NEW

NEW

耐水圧8000mm
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コネクトを大幅に改良！内部のメッシュポーチ、3つの
ポケットで仕切ったスクリーン、床下の収納ネットを
新たに設け、メッシュのポールスリーブで通気性を高
めました。パートナーと共に、今までにない極上のア
ウトドア体験をお楽しみください。

携帯性や耐久性に優れ、天井の高いコネクトは風雨
への備えも万全。星空の下で、快適な夜を過ごせま
す。2人用のT-Miniハンモックやスモールサイズのダ
ブルバブルと組み合わせて階層構造のキャンプサイ
トにしたり、3つのコネクトをつないで3倍のスペース
を持つ「トリロジースーパーテント」にすることもでき
ます。

主な特長：

• 4つのロールバック式出入り口

• 十分な収納スペース

• レインフライを外せば360度の眺望

• 破れにくい虫よけメッシュ

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 直射日光の当たらない木陰で涼しいキャンプ

• 240デニールの丈夫なナイロンとポリエステルの合

成繊維が身体にフィット

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし
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コネクト
2人用ツリーテント



The Connect Tree Tent has had some radical
improvement made to it too! With the inclusion of
a new internal, mesh pouch, a pocketed three tier
dividing screen, underfloor storage nets and increased
ventilation due to the mesh poles sleeves, you and a
partner can experience the great outdoors like never
before.

Fully portable, yet durable, with extensive headroom,
the Connect gives you a comfortable night under
the stars and protection from the elements. Create a
Connect Stack with a two-person T-Mini Hammock &
a Small Double Bubble for a multi-storey campsite, or
triple the space by hooking up three Connect Tree Tents
together to create a ‘Trilogy Super Tent’!

Key Features:

• 4 roll back doors

• Plentiful storage space 

• Removable rainfly for 360º views

• Tear-resistant insect mesh 

• Increased separation from insects & ground animals

• Cooler camping – tree protection from direct sun

• Strong 240D inclined joint nylon-polyester composite 
  fabric that contours to your body

• No need for level ground. Avoid soggy camping –
  no risk of flooding or mud baths

フロア面積：
5㎡

出入り口：
x 4

天井高：
1m

コネクトの仕様：

設置サイズ：
4 x 4 x 2.56m

重量：
9.4kg

収納サイズ：
56 x 33 x 25cm

最大収容人数：
大人2人 

最大荷重：
400kg

耐水圧：
5000mm

メッシュのポールスリーブで通気性を高め、
快適性を向上しました。

内部にポケットを設けて収納力を高め、快適な
室内空間と睡眠スペースを確保しました。

3つのポケットで仕切ったスクリーンで
収納力とプライバシーを強化しました。

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

長い週末や休暇のキャンプ

設置に要する時間：
15分

NEW NEW NEW
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レインフライのオプションカラー



サファリ コネクト
2人用ツリーテント

頑丈で耐久性に優れた2人用のツリーテント。
人気のコネクトをベースにしたモデルで、天井が高
く、内部・外部に収納ポケットを設けています。丈夫
で紫外線に強い最高品質の素材を使用しているた
め、数カ月も張りっぱなしにすることができ、きちんと
メンテナンスすれば、どんなに過酷な環境でも最長
で5年も持ちます。

異常気象に耐え、何度も繰り返し使用できるため、半
常設キャンプや裏庭への設置にもおすすめ。さまざま
な状況に対応できます。

主な特長：

• 5年保証

• フロアには、ダブルステッチを施した丈夫で裂けに

くい450デニールのダクロンを使用し、耐久性を向上

• 丈夫で破れにくいグレード4の虫よけメッシュ

• 4つのロールバック式出入り口

• 十分な収納スペース

• レインフライを外せば360度の眺望

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• 5000時間の紫外線による劣化から保護
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フロア面積：
5㎡

出入り口：
x 4

天井高：
1m

サファリ コネクトの仕様：

設置サイズ：
4 x 4 x 2.56m

重量：
10.5kg

収納サイズ：
64 x 29 x 29cm

最大収容人数：
大人2人

最大荷重：
400kg

耐水圧：
8000mm

耐水圧8000mmのレインフライは100%防水で
5000時間の紫外線による劣化から保護します。

3つのポケットで仕切ったスクリーンで
収納力とプライバシーを強化しました。

取り外し可能なフロア下の収納ネットにかさばる
荷物をまとめれば、室内空間を広く使えます。

シーズン
4

耐水圧8000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

半常設キャンプ
（悪天候にも対応）

設置に要する時間：
15分

NEW NEW
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ハイキングに最適な軽量の2人用ツリーテントは、リーズ
ナブルで持ち運びに便利。 デザインを改良して内部
に収納ポケットを設け、フロア下にはかさばる荷物を
入れておける収納ネットを付けました。

ダブルサイズのハンモックの真ん中に、分割用のストラッ
プが付いているため、1人でも2人でもご利用いただけま
す。クロスブレースで補強したユニークなポール構造
で頭上にゆとりを持たせているため、シューズを脱い
でゆったりくつろげます。

主な特長：

• 軽量でハイキングに最適

• 人間工学に基づいた小ぶりなラチェットとウェブロック
でセットアップ

• 破れにくい虫よけメッシュ

• レインフライを外せば360度の眺望

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし
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フライト
2人用ツリーテント



フロア面積：
4㎡

出入り口：
x 2 

天井高：
90cm

フライトの仕様：

設置サイズ：
3.25 x 3.25 x 2.7m

重量：
4.3kg

収納サイズ：
45 x 27 x 21cm

最大収容人数：
大人2人 

最大荷重：
220kg

耐水圧：
5000mm

取り外し可能なフロア下の収納ネットに
ハイキング用品をまとめれば、室内空間を
広く使えます。

コンパクトな圧縮バッグが付いているので
持ち運びにも便利です。

耐久性や伸縮性に優れた改良型のストラップ
と内部に設けたポケットで、収納を確保し、
室内空間にゆとりを持たせました。

軽量

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

身軽なハイキング
バックパッカー用のテント

設置に要する時間：
10分

NEW NEW NEW
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レインフライのオプションカラー



テントサイルから、進化した1人用のツリーテントが登場。

取り外し可能なレインフライが付いたコンパクトなモデル

で、身軽なバックパッキングをオールシーズン楽しんで

いただくための工夫を凝らしています。

このモデルの新デザインでは、さまざまな身長の方

がゆったりと足を伸ばせるように、スペースにゆとり

を持たせました。二層仕立てのフロアの間にエアー

マットレスをはさめば、動いてしまう心配がなく、断熱

性を高めた快適なシェルターになります。

主な特長：

• 軽量でハイキングやバックパッキングに最適

• 破れにくい虫よけメッシュ

• レインフライを外せば360度の眺望

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 45デニールの通気性に優れたナイロンとポリエステ

ルの合成繊維が身体にフィット

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし
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UNA（ウナ）
1人用ツリーテント



フロア面積：
2.2㎡

出入り口：
x 1 

天井高：
50cm

UNA（ウナ）の仕様：

設置サイズ：
1.6 x 2.9 x 2.9m

重量：
フルパッケージ：2.7kg
超軽量セット：2.2kg

収納サイズ：
45 x 15 x 15cm

最大収容人数：
大人1人

最大荷重：
150kg

耐水圧：
5000mm

細身で身長の高い方でも足を伸ばして快適に
就寝できるよう、スペースにゆとりを持たせま
した。

コンパクトな圧縮バッグが付いているので
持ち運びにも便利です。

二層仕立てのフロアの間にマットレスを
はさめば滑りにくく、断熱性も向上できます。

軽量

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

一人の身軽なバックパッキング

設置に要する時間：
10分

NEW NEW NEW
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テントサイル ユニバース
3WAYテント

空中にも、地面にも、水上にも

受賞歴を誇るツリーテントのパイオニアから、世界初
の3WAYテント、テントサイル ユニバースが登場。

木の間に張れば、歩ける丈夫なフロアを備え、テント
内とフロア下に収納スペースをたっぷり確保したツ
リーテントに。地面に設置すれば、3つの広いポーチ
と断熱パッド入りのフロアを備えた5人用のテントに。
川や湖に浮かべれば、水上でくつろげる安定した
ウォータークラフトになります。

どこへ行っても、テントサイル ユニバースがあれば、
大自然を満喫できます。

主な特長：

• 地面／空中／水上に設置可能

• 破れにくい虫よけメッシュ

• 空気注入式のフロア（断熱材入り）

• 5人眠れるスペース（地面に設置した場合）

• 出入りしやすいフロアハッチ

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• あらゆるシーンで活躍する水陸両用テント
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フロア面積：
9.5㎡

出入り口：
x 4 

天井高：
1.8m

ユニバースの仕様：

設置サイズ：
4.4 x 4.4 x 4.4m

重量：
50.3kg

収納サイズ：
120 x 70 x 40cm

最大収容人数：
大人5人（地面に設置した場合）

最大荷重：
400kg

耐水圧：
5000mm

天井高はなんと2m近く。
ファミリーキャンプにおすすめです。

世界初の3wayテント。
パドルボートブランド「Glide」と共同開発した断熱
パッド入りのフロアを備えています。

地面に設置すれば、フロア面積は最大22㎡に。
各サイドに備えた3つの広いポーチで生活空間
や収納スペースを拡張しています。

キャスター付きバッグ

シーズン
4

耐水圧5000mm 頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

複数人＆ファミリーの
快適なキャンプ

設置に要する時間：
30分

レインフライのオプションカラー
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トリリウム ライン
3～6人用の大型ハンモック

ビッグサイズの本格的なハンモック。20m以上の
シートベルトで補強し、頑丈なラチェットとウェビング
でしっかり固定します。

このキャンピングハンモックをツリーテントの下に張れ
ば、ユニークな階層構造の「スタック」テントになり、
ルーフキットと虫よけメッシュを装着すれば、あっと
いう間に多目的なシェルターに様変わりします。

丈夫で裂けにくい450デニールのダクロンを使用し
て耐久性を高め、悪天候に対応。5000時間の紫外
線による劣化にも耐えます。サファリコレクションの
一つとして、5年間の保証が付いています。 

XLサイズもご用意しています（ブラックメッシュのみ）。

主な特長：

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 直射日光の当たらない木陰で涼しいキャンプ

• 240デニールの通気性に優れたナイロンとポリエス

テルの合成繊維が身体にフィット
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フロア面積：
トリリウム：7.25㎡

トリリウムXL：15㎡

最大収容人数：
大人3人 

最大荷重：
400kg

トリリウムの仕様：

設置サイズ：
トリリウム：4.1 x 4.1 x 4.1m 

トリリウムXL： 6 x 6 x 6m

重量：
7.7kg

収納サイズ：
45 x 30 x 24cm

取り外し可能なフロア下の収納ネットを人数分
装備。かさばる荷物をまとめれば、室内空間を
広く使えます。

サファリ トリリウムは定番の3人用ハンモックの
特長をもれなく備え、優れた耐久性を実現。
ダブルステッチを施した丈夫で裂けにくい450
デニールのダクロンをフロアに使用しています。
5年保証付き。

ビッグサイズのハンモックでリラックス！
トリリウムXLは大人6人が乗っても余裕があり
ます。 ハッチが大きくなり、ギアループが増え、
フロア下の収納もさらに充実しました。

シーズン
2

頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

広々としたハンモックでの
キャンプ＆日帰り旅行

設置に要する時間：
10分

NEW NEW
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T-MINI
2人用ハンモック

トップクラスの品質を誇る軽量の2人用ハンモック。
必要なものが揃っているのに、重さは2.4kgしかあり
ません。

コンパクトなアンカリングシステムと取り外し可能な
収納ネットを備え、先が細くなったデザインのT-Mini
はサイクリストやバックパッカーなど、小さなバッグに
収まる軽量のキットを求めている方におすすめ。晴
れた日に庭や公園でのんびりするのも最高です。

耐久性や速乾性に優れたメッシュと、丈夫で裂けに
くいナイロンから選べるT-Miniは、定番のコネクトや
軽量のフライトの下に張って、階層構造の「スタック」
テントにすることもできます。

主な特長：

• 専用の圧縮バッグに畳んで入れれば、持ち運びに

便利

• 地面が平らでなくてもOK。水浸し／泥だらけになる

心配なし

• 虫や地面の動物からしっかり隔離

• 直射日光の当たらない木陰で涼しいキャンプ
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フロア面積：
4㎡

最大収容人数：
大人2人 

最大荷重：
220kg

T-Miniの仕様：

設置サイズ：
3.25 x 3.25 x 2.7m

重量：
2.4kg

収納サイズ：
34 x 14 x 14cm

取り外し可能なフロア下の収納ネットに荷物を
まとめれば、室内空間を広く使えます。

サイクリングやバックパッキングはもちろん、
リラックスタイムにも最適な軽量のハンモック

速乾性や通気性に優れた40デニールの
ナイロンとポリエステルの合成繊維が
身体にフィット

軽量

シーズン
2

頑丈なラチェット

おすすめの利用法：

軽量のハンモックを利用した

キャンプ＆日帰り旅行

設置に要する時間：
8分

NEW NEW
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テントサイルスタック
モジュール式のキャンピングソリューション

テントサイルの魅力は遊び心あふれるデザイン。

子供のころの夢を叶えるために必要なのは、ちょっと

した想像力と3本の木だけです。ツリーテントや大型

ハンモックはどれもオールマイティに利用できるよう

設計されているため、単独でも、組み合わせて階層

構造のテントとしてもご利用いただけます。

スタックできるツリーテントや大型ハンモックはフロア

面積を統一してあるため、3人用ツリーテントの下に

3人用ハンモックを張る、または2人用ツリーテントの

下に2人用ハンモックを張るだけで、収容力が倍増し

ます。

こうすれば、テントサイルコレクションを買い足して、

思い通りのセットアップを実現できます。冒険旅行で

活躍するポータブルなツリーテントから裏庭に設営す

るツリーハウスまで、テントサイルの可能性は無限大

です。
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グラウンドコンバージョン 
キット

木がなくても大丈夫！2020年のラインナップでは、

第3世代のツリーテント*を最新のグラウンド

コンバージョンキットと併用できるようになりました。

これで、キャンプの自由度がさらに広がります。

キットの内容：

ポリエチレン100%の丈夫なグラウンドシート

（ツリーテントのフロアにぴったりフィット）

伸縮式のアルミニウム製ポール×3

環境に配慮したスクリューペグ×6

反射素材のガイライン×3

*注：ステルスとビスタはグラウンドコンバージョンキットに対応

　　　しておりません。

ダブルバブル
大＆小

3人用／2人用のツリーテントやハンモックをすっぽり
包み、風や害虫から守る立体的なメッシュカバー。

クリップ式のシンプルな仕組みなので、3人用／2人用の
全モデルに対応。下部のプロテクションを強化している
ので、何層でも重ねることができます。

NEW NEW
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ポータブルスタンド

新製品のポータブルスタンドがあれば、テントサイルのツリーテントを
いつでも、どこでも設置できます。
裏庭でも、キャンプ場でも、公園でも、手軽に楽しんでください。

サイズ：4.7 x 4.7 x 4.7m

重量：44kg

最大荷重：400kg 
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スカイパッド

キャンピングマットレスの一流メーカー「Klymit」
と共同開発した、テントサイルのツリーテントと
大型ハンモック用の高性能なエアーマットレス。
空気注入式で2層構造の敷パッドは断熱性に
優れ、滑りにくいので、快適なキャンプを楽しめ
ます。

サイズ：6 x 70 x 220cm

重量：800g 

折りたたみはしご

超軽量の縄ばしご。幅1インチ（2.54cm）のウェビ
ングを使用し、2つのクイックリンクとコネクター
が付いています。ツリーテントや大型ハンモック
に装着すれば、簡単に出入りできます。*

重量：270g

長さ：1.70m

*注：このはしごはステルス、フライト、UNA、T-Miniでは使用
　　　できません。

その他のアクセサリー

ノートレース キット
重量：1.9kg 

ツリー プロテクター
ストラップ
重量：950g 

ハッチ ドリンク
ホルダー
重量：50g

ハッチカバー
重量：63g

グラウンド
スクリューペグ
重量：188g

ウェブロック
重量：183g
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数々の賞に輝いたデザイン

テントサイルは3年連続で受賞したISPOデザインアワードをはじめ、業界のさまざまな賞を獲得してきました。
2016年にはGerman Design Awardの金賞、2017年にはEuropean Product Design Awardの金賞に輝いています。 

2017年には栄えあるエジソン賞も受賞。
1987年に創設された同賞は、革新的なテクノロジーや人間を中心とした設計における優れた業績を表彰するものです。

当社のツリーテントや大型ハンモックはMoMA（ニューヨーク近代美術館） に収蔵されて以来、デザインアイコンとしての地位
を確立し、世界中の一流メディアにも登場。最近では、昨年に続き、Outdoor Retailer Summer MarketでGear Instituteが選

ぶGear of the ShowアワードとBest New Gear、そしてThe Manual.comのBest of Showアワードに輝いています。
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技術に裏打ちされた安全性と品質
お客様の安全が第一

私たちは自社製品の耐久性、品質、クラフトマン
シップに誇りを持っています。どの製品もお客様の
安全を保証できるよう、精密に設計され、厳格に検
査されています。

品質を追求

• 3点で支える特許取得済みの設計で究極の
快適性と安全性を実現

• 最小破壊強度2.5トンのラチェット
• 全テントの縫い目にダブルステッチ
• 虫よけメッシュで害虫から保護
• 耐水圧5000mmの素材で完全防水
• 使いやすく、環境に配慮したスクリューペグ
• 通気性に優れた最先端のレインフライ＆

ポールステム
• 鍛鋼製のDRリングで強度を最大限に向上
• 精密に設計された陽極酸化アルミニウムの

ポーで悪天候に対応

1年間の100%満足度保証 ＋ 
1年間の品質保証
私たちは自社製品の品質に自信を持っています。
100％ご満足いただけない場合、ご購入から4週間
以内の清潔で乾燥した状態の製品であれば、
ご返品ください。全額を返金させていただきます。

当社のツリーテントはいずれも完全
防水。PUコーティングを施した210T
のポリエステル、またはPVCコー
ティングを施した70Dのナイロン（サ
ファリモデル）を使用

頑丈なラチェットは
2トンの安全性検査済み

3方向に張って宙に浮かせる
特許取得済みの独自設計で
テントサイルならではの快適性を
実現
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ツリーテントのパイオニア

当社はツリーテントの世界的リーディングカンパニーとして、各国の森林を守るための活動を進め
ています。

テントサイルは木に対する愛情から生まれました。私たちには「自然と調和した暮らしを実現することが森林
の保護につながる」という信念があります。

私たちはそんな思いから、持ち運びに便利で、用途が広く、快適に過ごせるツリーテントを発明し、
最高のアウトドアキャンプを演出してきました。当社の製品を利用すれば、森の中でくつろぎなが
ら、自然との一体感や大切な相手との絆を実感することができます。

探検家、開拓者、発明家、そして環境活動家の顔を持つ企業、それがテントサイルです。 

遊び、キャンプ、探検
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2014～2015年
テントサイルファミリーが拡大
最高水準のツリーテントを製造・販売するため、
ユタ州のオグデンに直営店をオープンし、中国
に経験豊かなスタッフを揃えた工房を構える計
画に着手しました。

2015～2016年
初の大型ハンモック、3人用のトリリウムが
仲間入りし、何層も重ねて設置できるよう
になりました。

2016～2017年
3つの団体（We Forest、Eden Reforestation 
Projects、Arbor Day Foundation）と連携して、
今後5年間で100万本の木を植える「Become 
One Of The Million」キャンペーンをスタート。 
マダガスカル、ザンビア、オレゴンのプロジェク
トで植樹を進めています。

2012～2013年
環境に優しい未来に向けた青写真を描き始める
テントサイルの創業者、アレックス・シャーリー・スミス
が環境建築家としての豊富な経験を活かし、子供の
頃に憧れた『スター・ウォーズ』のイウォーク村からヒン
トを得て、ポータブルなツリーテントの試作品を自宅の
リビングで製作しました。

2013～2014年
テントサイルの主力製品「スティングレイ」を
発売して好評を博しました。木々を利用して
手頃でサステナブルなリビングスペースを
つくるという夢が現実になったのです。

2018～2019年
テントやハンモックがが1つ売れるたびに20本の木を植樹
テントサイルは環境目標をレベルアップし、これまでに495,000本
以上を植樹してきました。

2017～2018年
オレゴン州のベンドにオープンした2号店が
アウトドアコミュニティの拠点になりました。

当社の沿革
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3人用のツリーテント。
レインフライを装着しても

眺望を確保

400kg

13.6kg

4.1 x 4.1 x 4.1m

50 x 30 x 30cm 

ビスタ

シーズン
4

スティングレイのアップグレード
版。紫外線に強いレインフライ、
虫よけメッシュ、フロア素材

を使用 

400kg

13.8kg

4.4 x 4.4 x 4.4m

64 x 29 x 29cm 

サファリ スティングレイ

シーズン
4

概要

収容人数

対応シーズン

最大荷重 

テントの重量

サイズ

収納サイズ

比較表

スティングレイ

3人用のスペースを備え
フロア中央のハッチから

出入りしやすい人気モデル

400kg

11.3kg

4.1 x 4.1 x 4.1m

56 x 33 x 25cm

シーズン
4

コネクト

2人用では最大のツリー
テント。快適性に優れ、
収納スペースもたっぷり

400kg 

9.4kgs

4 x 4 x 2.56m

56 x 33 x 25cm

シーズン
4

3人用のモジュール式テント。
中央の大容量収納が特長

400kg

11.2kg

4.1 x 4.1 x 4.1m 

56 x 36 x 28cm

ステルス

シーズン
4

コネクトのアップグレード版。
紫外線に強いレインフライ、
虫よけメッシュ、フロア素材

を使用 

400kg 

10.5kg

4 x 4 x 2.56m

64 x 29 x 29cm 

サファリ コネクト

シーズン
4

テントサイル製品一覧
人里離れた奥地から自宅の裏庭、ソロキャンプからファミリーレジャーまで、

当社のユニークなツリーテントと大型ハンモックがオールシーズン快適なキャンプを演出します。
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フライト+

2人用の軽量ツリーテント。
探検や遠方でのキャンプ

におすすめ 

220kg

4.3kg

3.25 x 3.25 x 2.7m 

45 x 27 x 21cm

シーズン
4

空気注入式のフロアを備え
地面／空中／水上に設置

できる3WAYテント。
スペースにも余裕あり

400kg

50.3kg

4.4 x 4.4 x 4.4m

120 x 70 x 40cm

ユニバース

シーズン
4

概要

収容人数

対応シーズン

最大荷重

テントの重量

サイズ

収納サイズ

スティングレイのフロアをベース
にした3人用のハンモック。
あらゆるシーンで活躍

400kg

7.7kg 

4.1 x 4.1 x 4.1m

45 x 30 x 24cm

トリリウム

シーズン
2

メッシュ製のフロアを備えた
超大型ハンモック

550kg

8.9kg

6 x 6 x 6m

56 x 23 x 23cm

トリリウム XL

シーズン
2

ファブリック／メッシュをベースにした
2人用のハンモック。フライト＋や

コネクトの下にも装着可能

220kg

2.4kg

3.25 x 3.25 x 2.7m 

34 x 14 x 14cm

T-Mini

シーズン
2

UNA（ウナ）

1人用の超軽量テント。
探険や冒険におすすめ

150kg

2.27kg

2.9 x 2.9 x 1.6m

45 x 15 x 15cm

シーズン
4
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/tentsile @tentsile @tentsile /tentsileltd

www.tentsile-japan.com

ツリーテントのパイオニア

本カタログはFSC認証紙に印刷されています。つまり、1本伐採されるごとに4本が植樹されているのです。

植林に関する当社の取り組みについては、#BecomeOneOfTheMillionキャンペーンをフォローしてご覧ください。




