OPTIONAL
PARTS
ジェームス・バロウドのアクセサリー

ジェームス・バロウドは、
オートキャンプを快適にするアクセサリーが充実しています。

■写真下のアイコンで対応するルーフテントを表示しています。【凡例】●対応 ●非対応 D DISCOVERY

FALCON AWNING

FALCON ENCLOSURES

ファルコンオーニング

ファルコン用サイドウォール

FALCON MESH SCREEN

D S Ev Et Ep G V

SIDE AWNING

税込価格

D S Ev Et Ep G V

116,600円

ジェームス・バロウドのサイドオーニングに取り
付ける事で、壁で仕切られた新たな部屋がオー
ニング下に生まれます。

Mサイズ 寸法（㎜）2,000×2,700

サイドオーニングMサイズ対応
税込価格 80,300円

TUNNEL

サイドオーニングLサイズ対応
税込価格 82,500円

D S Ev Et Ep G V

VISION ENCLOSURES

ルーフテント出入口に装着して雨や風を避けな
がらテントへの出入りができます。
ジェームス・バロウドの各オーニングと接続でき
るマジックファスナー付。
DISCOVERY、SPACE、EXTREMEは、左用・
右用があります。

税込価格 50,600円

D S Ev Et Ep G V

UNIVERSAL TABLET SUPPORT

ユニバーサルタブレットサポート

ヴィジョンフットフレーム用サイドウォール
VISIONのフットフレームを囲う様に取り付け

リアオーニング

VISION M用

税込価格
VISION XL用
税込価格

D S Ev Et Ep G V

LUGGAGEBAG

45,100円

リアオーニング用サイドウォール
税込価格 75,900円

D S Ev Et Ep G V

INSIDE THERMAL INSLATION
断熱シート

防寒用カバーとしてハードシェルテントテント内
の壁に取付します。
コンパクト用とレギュラー用、
グランドレイド・XXL用があります。

Sサイズ用

税込価格

50,600円

税込価格

50,600円

税込価格

56,100円

Mサイズ用

Xサイズ 及び XLサイズ用
D S Ev Et Ep G V

ECO BAG

ラゲッジバッグ

タブレット端末や小型薄型テレビを室内天井の
荷物ネットに固定。
ルーフテントで横になったまま、映像を楽しむこ
とができます。

軽自動車・小型車の後部に取り付けられるオーニング
と、それに対応したサイドウォールです。サイドウォール
を併用することでオーニング下を一つの部屋として使
えます。寸法は幅1,300㎜×出幅（奥行）2,420㎜です。
※ルーフテント出入口への接続はできません。

53,900円
69,300円

REAR AWNING ENCLOSURES

リアオーニング用サイドウォール

リアオーニング
税込価格

るサイドウォールです。
ヴィジョンの足元に小さな個室ができます。

エコバッグ

天井荷台付ハードシェルテントのグランド・レイ
ド、エクストリーム、エクスプローラーの天井荷
台に合わせた荷物バッグです。

スペアタイヤに吊り下げられる大型荷物バッグ。
防水仕様。

※グランド・レイド、エクストリーム、エクスプローラー標準装備品

Mサイズ（EXTREME 用）
税込価格

税込価格 12,100円

D S Ev Et Ep G V

税込価格

37,400円

COMFORT MAT

ADVENTURE BAG

ポータブルバーベキューコンロ
〔焚き火台〕

蒸し暑い季節に室内フロアマットの上に敷いて
使うメッシュ状のマットです。

シューズを入れて保管するバッグ。
ラダー等に
引っ掛けて使えます。
防水仕様。

Sサイズ用

税込価格

35,200円

税込価格

35,200円

税込価格

40,700円

Mサイズ用
税込価格 18,700円

日本総輸入元のコイズミが設定
した日本限定のオプションです。

キャリーバッグ
付属

D S Ev Et Ep G V

D S Ev Et Ep G V

CARRIER BASE

ラダーフックエクステンション

キャリアーベース

展開中のオーニングから直接ルーフテントに出
入りができる純正サイドオーニングですが、車
種によっては使用においてオーニング本体に接
触してラダーフックにかからない場合がありま
す。その場合、
ラダー装着前のフックにラダー
フックエクステンションを取り付ける事でサイド
オーニングに接触することなくラダーを取り付
けることができます。

D S Ev Et Ep G V

ルーフテント ジェームス・バロウドに関するご注意

■ジェームス・バロウド 日本総輸入・販売元

ジェームス・バロウドのロゴ
が入り、
オールステンレスで
分解して持ち運べるバーベ
キューコンロです。
天板プレートを使って鍋やポッ
トを温めることもできます。

組立寸法（㎜）W500×D440×H200
バッグ寸法
（㎜）545×335×25
税込価格 56,100円

Xサイズ 及び XLサイズ用

LADDER HOOK EXTENSION

IMPORTER
OPTION

税込価格 19,800円

D S Ev Et Ep G V

BARBECUE

通気マット

アドベンチャーバッグ

D S Ev Et Ep G V

35,200円

Lサイズ（GRAND RAID 用）
D S Ev Et Ep G V

税込価格 16,500円

ジェームス・バロウドのハードシェルテントの
ルーフに増設するキャリアーベースです。
※キャリアー及びアタッチメントは含まれません

4個セット
D S Ev Et Ep G V

これは100%欧州で
生産され、
優れた品質
を達成している事をEU
が認定した製品にのみ
使用が許されている
シンボルです。

税込価格 126,500円

D S Ev Et Ep G V

REAR AWNING

ジェームス・バロウドのオーニングは、ルーフテ
ントに直接出入り可能なオーニングです。別オプ
ションのトンネルと併せて使えば、雨に濡れる
事なくハードシェルテントに出入りができます。

税込価格 75,900円
Lサイズ 寸法（㎜）2,500×2,700
税込価格 88,000円

車両側面に取り付ける展開型のシャワーキャビ
ンです。サイドオーニング等と併用する場合は、
オーニングを取り付けている反対側の側面また
は後部に取り付けます。

ファルコンオーニング専用のメッシュの（フロア
付き）
インナールームです。

オーニング用サイドウォール

D S Ev Et Ep G V
トンネル

ファルコンシャワー

AWNING ENCLOSURES

サイドオーニング

Et EXTREME Ep EXPLORER G GRAND RAID V VISION

FALCON SHOWER

ファルコン用メッシュスクリーン

ファルコンオーニングは、ルーフテントに出入り
可能な270度展開型オーニングです。専用のサ
イドウォールと併せて使うと、ゆとりの空間を作
ります。
オートキャンプのスタイルを一新させる
アクセサリーです。

ファルコンオーニング
税込価格 293,700円
ファルコン用サイドウォール
税込価格 269,500円

S SPACE Ev EVASION

ポルトガル製

税込価格 33,000円

●ルーフテントを開いたまま走行しないで下さい。
●走行中のルーフテント使用は道交法で禁じられています。
●車検時にルーフテントの取り外しが必要になる場合があります。
●走行中に開いてしまわない様、ルーフテントのシェルはしっかりとロックしてください。

■ジェームス・バロウド 販売店

カルコア事業部
〒173‑0025 東 京 都 板 橋 区 熊 野 町 33 − 3
TEL: 03‑3959‑1212 FAX:03‑3959‑1214

https:// w w w . j a m e s b a r o u d . j p /

※ルーフテント及びオーニングなどの取り付けにはルーフキャリアーが別途必要となります。
※表示価格に工賃及び運賃は含まれません。

ルーフテント

ジェームス・バロウド

ポルトガル生まれ、
世界トップ品質のルーフテント
優れた
これは100%欧州で生産され、
品質を達成している事をEUが認定
した製品にのみ使用が許されている
シンボルです。

走行中にも強みを発揮 ハードシェルテント

360度（270度）ビューは、例えるなら爽快なVILLA（別荘）

テント内の嫌な湿気もコントロール

ルーフシェル上にある
換気扇用ソーラーパネル

ジェームス・バロウドのハードシェルはそのフォ
ルムで走行中の空気の流れを整え、
ルーフに
テントを載せた車輌への空気抵抗や風切音
を軽減します。
エアロダイナミクスも考慮して作
られたジェームス・バロウドのハードシェルテン
トの良さは、
就寝時以外にも発揮されます。

サイズ選択のPOINT

ジェームス・バロウドのテントは、テント全面の大き
な網戸で心地良い風をより多く入れることができ、
360度のパノラマ※1を楽しめます。コーナーまで外
景を楽しめるのはジェームス・バロウドだけ
大きく開放された窓でも就寝中の姿は地上からは
見えない絶妙で安心できる形状です。

DISCOVERY

テント使用時に熱気や湿気に悩まされた経験がな
いでしょうか？
ジェームス・バロウドのハードシェルテントには、
ルー
フに断熱効果の高い内装材を使用、更にソーラー
バッテリーで稼働し吸排気を行う換気扇が標準装
備されているので快適に過ごすことができます。

ハイエースワゴンの様な幅広の車種にはどのサイズでも取付可能ですが、
軽自動車の場合、
取付可能なのはMサイ
ズまでで、
Xサイズ 及び XLサイズはテントの外幅が車幅をも超えてしまう為、取付不可です。

ディスカバリー M

外幅1,400㎜

480,700円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ1,980×幅1,400×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ1,960×幅1,380×高さ1,280
重 量 約60ｋｇ

DISCOVERY XL

ディスカバリー XL

外幅1,600㎜

547,800円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ2,240×幅1,600×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ2,220×幅1,580×高さ1,280
重 量 約65ｋｇ

アルミラダー
（ハシゴ）
主な装備 ソーラーファン、
着脱式LEDルームライト、
1本
シェル色 ホワイト、
ブラック、
ベージュ、
その他RALカラーチャート収録色
（※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP）

SPACE

EVASION

SPACE S

外幅1,300㎜

SPACE M

外幅1,400㎜

SPACE XL

外幅1,600㎜

天井の最高部が高いトライア スペース S
514,800円 スペース M
518,100円 スペース XL
583,000円
ングル型と寝ながら大型網戸
（税込）
（税込）
（税込）
展開前外寸
（㎜）
展開前外寸
（㎜）
展開前外寸
（㎜）
で外景パノラマを楽しめるタ
長さ1,980×幅1,300×高さ335
長さ1,980×幅1,400×高さ335
長さ2,240×幅1,600×高さ335
ワー型の中間モデルで、平均
展開時室内
（㎜）
展開時室内
（㎜）
展開時室内
（㎜）
的な身長※2の10歳児のお子様
長さ1,960×幅1,280×高さ1,430/480
長さ1,960×幅1,380×高さ1,430/480
長さ2,220×幅1,580×高さ1,430/480
が立てます。
ジェームス・バロウ
重 量 約55ｋｇ
重 量 約60ｋｇ
重 量 約65ｋｇ
ドの一番人気モデルです。
主な装備 ソーラーファン、
着脱式LEDルームライト、
アルミラダー
（ハシゴ）
1本
シェル色 ホワイト、
ブラック、
ベージュ、
その他RALカラーチャート収録色
（※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP）

EVASION S

外幅1,300㎜

EVASION M

外幅1,400㎜

天 井 が 水 平 に上 がるタ エヴァション S
514,800円 エヴァション M
518,100円
（税込）
（税込）
ワー型テントです。大型
展開前外寸
（㎜）
展開前外寸
（㎜）
網戸で 360 °のパノラマ
長さ1,980×幅1,300×高さ335
長さ1,980×幅1,400×高さ335
ビューが楽しめ、座高が
展開時室内
（㎜）
展開時室内
（㎜）
少し高めの方も中で座る
長さ1,960×幅1,280×高さ980
長さ1,960×幅1,380×高さ980
ことができます。
重 量 約55ｋｇ
重 量 約60ｋｇ

EVASION XL

エヴァション XL

ハードシェルの色は、豊富なRALカラーから選べます

ジェームス・バロウドの USB 充電式着脱
LED照明は、夜のテント内を明るく照らすほ
か、取り外して夜間外出時の懐中電灯として
も使えます。

ジェームス・バロウドのフロアには、全モデ
ル共通で良質なクッションのマットが敷か
れています。寝心地の良いインナーウレタン
製のマットです。

ジェームス・バロウドのハードシェルテントの色
は、ホワイトの他、欧州を中心に世界中の建築・
工業・塗装で採用されているドイツの標準色票
「RAL」からご自由にお選びいただけます。

テント内の換気扇

ルーフテントのサイズは、車幅ではなくルーフの幅に合わせて選びます。

DISCOVERY M

展開が楽で天井最高部が高いトラ
イアングル型のハードシェルテント。
ジェームス・バロウドのハードシェ
ルテントで最もリーズナブルなモ
デルです。

全モデル、フロアには心地よく良質なクッションマット

外幅1,600㎜

583,000円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ2,240×幅1,600×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ2,220×幅1,580×高さ980
重 量 約65ｋｇ

ルーフテントの表示寸法（長さと幅）について

車体の前後方向に対応する寸法を
「長さ」、車体の左右方向に対応する寸法を
「幅」
で統一
しております。

ハードシェルテント︵天井荷台付︶

ハードシェルテント︵ノーマルタイプ︶

☞

着脱式LED照明がハードシェルテントに標準装備

EXTREME と GRAND RAID の2モデルには、ルーフ
シェルに荷台があります。
付属のラゲッジバッグに荷物を
積んで搭載したり、
スペアタイヤを積んだりもできます。

EXTREME

ソフトシェルテント

【注意！】

横方向に展開するため、
サービスエリアや道の駅
では使用できない場合があります。

カバーを外します。

脚を取り付けます。

展開します。

ラダーを取り付けて展開完了。

取付にはルーフキャリアが必要です（一部の車種を除き、ルーフキャリアは後付けが可能で
す）
。
また、
ルーフテントの表示価格に取付工賃及びキャリア代は含まれておりません。

天井荷台

GRAND RAID
タワー型ハードシェルテ
ントの天井荷台付モデル
です。

603,900円

エクストリーム XL

（税込）

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ2,240×幅1,600×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ2,220×幅1,580×高さ1,280
重 量 約65ｋｇ

主な装備 ソーラーファン、
着脱式LEDルームライト、
アルミラダー
（ハシゴ）
ラゲッジバッグ
1本、天井荷台、
シェル色 ホワイト、
ブラック、
ベージュ、
その他RALカラーチャート収録色
（※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP）

GRAND RAID M

展開す
ソフトシェルテントVISIONは軽量で、
ハードシェルテントのXL
ると VISION M は、
サイズに迫る広さ、VISION XL はハードシェ
ルテントのXLをも凌ぐ広さになり、
たたむと軽
自動車のルーフにも搭載できるほどコンパク
トになります。

外幅1,600㎜

EXTREME XL

551,100円

展開前外寸
（㎜）
長さ1,980×幅1,400×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ1,960×幅1,380×高さ1,280
重 量 約60ｋｇ

グランドレイド M

ラゲッジバッグ付

スペアタイヤを
載せた例

外幅1,400㎜

EXTREME M

展開が楽で天井最高部が高いトラ
イアングル型ハードシェルテントの
天井荷台付モデルです。

ラゲッジバッグを
載せた例

（EXTREME）

エクストリーム M

ラゲッジバッグ付

VISION

よりキャンプ気分が味わえるソフ
トシェルテントは、本を開く様に
横方向に展開します。

ルーフテントの取り付けについて

テントのルーフシェルに荷台のあるハードシェルモデル

アルミラダー
（ハシゴ）
主な装備 ソーラーファン、
着脱式LEDルームライト、
1本
シェル色 ホワイト、
ブラック、
ベージュ、
その他RALカラーチャート収録色
（※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP）

ソフトシェルテントの展開

※ホワイト、
ブラック、
ベージュは常時輸入しておりますが、
それ以外の色は特注扱いとなり、6ヶ月以上の納期をい
ただいております。

外幅1,400㎜

572,000円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ1,980×幅1,400×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ1,960×幅1,380×高さ980
重 量 約60ｋｇ

GRAND RAID X

グランドレイド X

外幅1,600㎜

603,900円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ1,980×幅1,600×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ1,960×幅1,580×高さ980
重 量 約62.5ｋｇ

GRAND RAID XL

グランドレイド XL

外幅1,600㎜

631,400円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ2,240×幅1,600×高さ335
展開時室内
（㎜）
長さ2,220×幅1,580×高さ980
重 量 約65ｋｇ

主な装備 ソーラーファン、
着脱式LEDルームライト、
アルミラダー
（ハシゴ）
ラゲッジバッグ
1本、天井荷台、
シェル色 ホワイト、
ブラック、
ベージュ、
その他RALカラーチャート収録色
（※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP）

VISION M

ヴィジョン M

展開前 外幅1,100㎜

416,900円
（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ1,500×幅1,100×高さ230
展開時室内
（㎜）
長さ1,500×幅2,200×高さ1,200
重 量 約45ｋｇ

VISION XL

ヴィジョン XL

展開前 外幅1,100㎜

493,900円

（税込）

展開前外寸
（㎜）
長さ1,800×幅1,100×高さ230
展開時室内
（㎜）
長さ1,800×幅2,200×高さ1,200
重 量 約50ｋｇ

テントカバー
主な装備 アルミラダー（ハシゴ）1本、

※1：DISCOVERY、
SPACE、EXTREMEは270度。 ※2：参考資料 平成30年度 文部科学省・学校統計。

