
GLAMPING△TENT
グランピングテントカタログ

produced by



5つのポイント

Japan Quality
安心安全の国産グランピングテント

詳しくは p.9→

通年営業も可能でサスティナブル
定額制ロングステイプランにも

SNS映え抜群

自然と一体になり、非日常体験を満喫
超リフレッシュ

こどもの創造力を育もう
近未来的なデザイン

地方活性化、マイクロツーリズムに最適
Park-PFI、行政支援も

ワーケーションに最適
オーソドックスな形状
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Let's play gracefully in the great nature!

Glamping is Wonderful



ドーマー　-Doomer-

・半球のドーム型テント
企画・設計・製造全て日本製。 外幕内幕共に日本製の一流生地を使用。

北陸の荒れた天候と台風で強度は
実証済み。

クランプを締めるだけで誰でも
キレイに展張できます。

抜群の解放感と明るさを室内に
もたらします。

・強固なトライアングル構造

・大きな透明窓

※建築確認を申請される場合はご相談願います。

・安心安全の防炎幕

・展張簡単なクランプ構造

3

防　炎



サイズ
面積　38.5㎡　/　直径　7.0 ｍ 　/　高さ　3.5 ｍ 　/　利用人数目安　4～5名
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※エコノミータイプには内幕（断熱材）、カーテンは付属しません。

■フレーム

ポリエステル生地 白 0.47mm
(フッ素防汚・防炎・防水・ＵＶカット)

■外　幕

塩ビフィルム 透明 0.5mm
（防炎・UVカット）

仕　様

YKK AP製 木調ドア（防火仕様）

■エントランス
JJJJ BVBV KEKE

JJ：バニラウォールナット
BV：ハニーチェリー
KE：キャラメルチーク
※お求めの際は色をご指定下さい。

ポリエステル生地 （防炎・遮光1級）
ベージュ / アイボリー / ライトグレー
※お求めの際は色をご指定下さい。

■カーテン

11号帆布 （防炎）　ナチュラル / グレー
※お求めの際は色をご指定下さい。

高純度アルミ箔+ポリエチレン樹脂気泡シート
+高純度アルミ箔　計5層構造（不燃）

■内　幕（断熱材）
スチール丸パイプ Φ25.4
白色粉体塗装仕上



グラテ　-Glate-

ガラス引違い式

・一軒家風のロッジ型テント
垂直壁が作り出す広々とした空間。
優れた耐風・耐積雪性能。

1mの庇が雨・雪の入り込みを遮断。

自然との調和、温もりを演出。

・突き出した大きな庇

・国産天然木のアクセント

外幕内幕共に日本製の一流生地を使用。

クランプを締めるだけで誰でも
キレイに展張できます。

・安心安全の防炎幕

全面ガラスの高級感。
自然との一体感、開放感を演出。

・妻面の全面ガラス

・展張簡単なクランプ構造
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防　炎



※エコノミータイプには内幕（断熱材）、カーテンは付属しません。

スチール角パイプ 100×50
黒色粉体塗装仕上

■フレーム

ポリエステル生地 黒 0.44mm
(フッ素防汚・防炎・防水・ＵＶカット)

■外　幕

塩ビフィルム 透明 0.5mm
（防炎・UVカット）

ポリエステル生地 （防炎・遮光1級）
チョコブラウン/チャコール/リネン
※お求めの際は色をご指定下さい。

■カーテン

サイズ
面積　29.6㎡（内部22.0㎡）　/　間口×奥行　4.0 ｍ ×7.4 ｍ（内部4.0 ｍ ×5.5 ｍ）　/　
軒高　2.5 ｍ 　/　棟高　4.0 ｍ 　/　利用人数目安　3～4名
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仕　様

ワーケーションスペースの例

4枚引違い全面ガラス戸

11号帆布 （防炎）　ナチュラル/グレー
※お求めの際は色をご指定下さい。

高純度アルミ箔+ポリエチレン樹脂気泡シート
+高純度アルミ箔　計5層構造（不燃）

■内　幕（断熱材）

YKK AP製 木調ドア（防火仕様）

■エントランス
JJJJ BVBV KEKE

JJ：バニラウォールナット
BV：ハニーチェリー
KE：キャラメルチーク
※お求めの際は色をご指定下さい。



スタンダードセット

フレーム ホワイト

外幕 ホワイト

エントランス

内幕（断熱材） ナチュラル / グレー

ベージュ / アイボリー / ライトグレーカーテン

グランドシート

エコノミーセット

サイズ

面積

畳

直径

高さ

ご利用人数目安

38.5㎡

25畳

7.0m

3.5m

宿泊施設として 4～5人

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

デザイン （4/5）

（4/5）

（4.5/5）

（4.5/5）

居住快適性

遮音性

組立やすさ （5/5）

おすすめ度

主な仕様

ドーマー　-Doomer-
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木調ドア（YKK）
JJ：バニラウォールナット
BV：ハニーチェリー
KE：キャラメルチーク



デザイン （4.5/5）

（4.5/5）

（4/5）

（4/5）

居住快適性

遮音性

組立やすさ （3/5）

おすすめ度

エコノミーセット スタンダードセット

サイズ

面積

畳

間口×奥行

軒高

棟高

ご利用人数目安

29.6㎡（内部22.0㎡）

20畳（内部15畳）

4.0m×7.4ｍ（内部4.0ｍ×5.5ｍ）

2.5m

宿泊施設として 3～4人  /  共有スペースとして5～6人

4.0m

グラテ　-Glate-
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フレーム ブラック

外幕 ブラック

エントランス

内幕（断熱材） ナチュラル / グレー

チョコブラウン / チャコール / リネンカーテン

グランドシート

〇
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4枚引違い全面ガラス戸

木調ドア（YKK）
JJ：バニラウォールナット
BV：ハニーチェリー
KE：キャラメルチーク



Japan Quality 

底面 24 角形
トライアングル 216 面体

水平 6 層のトラス構造

ゆとりの床面積・空間

一般的な直径 6Mタイプに比べ
床面積 1.36 倍、空間 1.58 倍

より球体に近い美しいフォルム
強風等での各部への負荷を低減

優れた耐風・耐積雪性能を
有する強靭なフレーム構造

ドーマー　-Doomer-

軒天部のひさし
国産天然木のアクセント

100×50mm 鉄骨の
鳥居枠組付け構造

平屋の一軒家風

壁際まで使えるスペース効率
施設の共有スペースに最適

雨の入り込みを防ぎ、
自然との調和、やすらぎを演出

優れた耐風・耐積雪性能を
有する強靭なフレーム構造

グラテ　-Glate-

他社 6M ドーム

ドーマー 7M
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安心安全の国産グランピングテント。
質はもちろん、アフターサービスもばっちり。



Gallery 

夏の侵入熱量 47%カット
冬の放出熱量も軽減

大雨にも耐え、寒冷地で使用可能な
耐久性

快適空間を作り出す外幕テント
テントメーカーならではの高品質

テント・断熱材

アルミ箔 + ポリエチレン樹脂

気泡シートの複合遮熱シートを採用

フッ素防汚・吸水防止
防炎・UV カット

耐水圧 1500mm 以上
耐寒性能　-25℃異常なし

外 幕

外 幕

内 幕

10

UV

防　炎
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DM-DREAM　5 文字
材　質：骨組み鉄骨加工 文字下地アルミ板 2mm 厚　塗装仕上
表　面：高耐久アセチル化木材
総重量：約 80kg



Symbol Sign   Nature Sign
国内随一の設置実績
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5つのポイント

15ヶ国語の多言語表記可能

SNS映え
施設のシンボルにもなり、景観を損なわない

国内サイン実績随一
公園、テーマパーク、世界遺産など

抜群の耐久性 構造材はアルミとステンレス
木材で25年以上のものも

ユニット構造による
リーズナブルな価格と短納期



13

デカ文字 施設名称に最適。SNS映え抜群の施設のシンボルに。タイプDM
DM タイプ DM タイプ［ハリウッドスタイル］

DM-FOR YOU　6 文字
材　質：内部鉄骨加工　表面 SUS 塗装仕上
総重量：約 340kg

DM- マーク +IBARAKI FLOWER PARK　17 文字
材　質：骨組み SUS 加工　文字 SUS5mm 厚　塗装仕上
総重量：約 420kg
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施設案内に最適。自然と調和するサイン。自然系・ウッド調サイン

オスロ REW タイプ
支柱：リサイクルウッド 内部補強材アルミ角パイプ
表示面：超耐候性 EB コートプリント

オスロ RWG 傾斜タイプ
支柱：高強度アルミ押出形材 塗装仕上
化粧材：リサイクルウッド
表示面：高耐候性 SI コートプリント

ダイナスティ D タイプ
支柱：アルミ押出形材 塗装仕上
表示面：インクジェットシート貼り

オスロ 特注サイン
材　質：内部鉄骨加工
化粧材：リサイクルウッド
表　示：ステンレス切文字 塗装仕上



お問い合わせ・お買い求めは

販売元

製造元
Powerd by スガモトテント


