
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。

ファルコンオーニング 
 税込価格　293,700円

FALCON  AWNING
ファルコンオーニング

FALCON  ENCLOSURES
ファルコン用サイドウォール

ファルコン用サイドウォール
 税込価格　269,500円  税込価格　116,600円

FALCON  MESH  SCREEN
ファルコン用メッシュスクリーン

ジェームス・バロウドのアクセサリー

ルーフテント　ジェームス・バロウドに関するご注意
●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。

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 /

■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　認定販売店

ポルトガル製

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。

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。

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。

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。

 税込価格 126,500円

FALCON  SHOWER
ファルコンシャワー

サイドオーニングMサイズ対応
 税込価格　80,300円

AWNING ENCLOSURES
オーニング用サイドウォール

サイドオーニングLサイズ対応
 税込価格　82,500円

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には、左用・右用があり
ます。

TUNNEL
トンネル

 税込価格 50,600円

Mサイズ 寸法（㎜）2,000×2,700
 税込価格　75,900円

SIDE AWNING
サイドオーニング

Lサイズ 寸法（㎜）2,500×2,700
 税込価格　88,000円

Mサイズ用
 税込価格　35,200円

Sサイズ用
 税込価格　35,200円

Xサイズ 及び XLサイズ用
 税込価格　40,700円

VISION  M用
 税込価格　53,900円
VISION  XL用
 税込価格　69,300円

VISIONのフットフレームを囲う様に取り付ける
サイドウォールです。
VISIONの足元に小さな個室ができます。

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。Sサイズ用とMサイズ用、Xサ
イズ及びXLサイズ用があります。

Mサイズ用
 税込価格　50,600円

INSIDE  THERMAL  INSLATION
断熱シート

Xサイズ 及び XLサイズ用
 税込価格　56,100円

Sサイズ用
 税込価格　50,600円

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。

UNIVERSAL  TABLET  SUPPORT
ユニバーサルタブレットサポート 

 税込価格 12,100円

VISION  ENCLOSURES
ヴィジョンフットフレーム用サイドウォール 

Mサイズ用
 税込価格　35,200円
Xサイズ／XLサイズ用
 税込価格　 37,400円

天井荷台付ハードシェルテントのグランド・レイ
ドの天井荷台に合わせた荷物バッグです。

※グランド・レイド標準装備品

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。

ECO  BAG
エコバッグ

 税込価格 19,800円

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。

ADVENTURE  BAG
アドベンチャーバッグ 

 税込価格 18,700円

LUGGAGEBAG
ラゲッジバッグ

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。

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。

BARBECUE
ポータブルバーベキューコンロ〔焚き火台〕 

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

COMFORT  MAT
通気マット

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。

リアオーニング
 税込価格　45,100円

REAR  AWNING
リアオーニング

REAR AWNING ENCLOSURES
リアオーニング用サイドウォール

リアオーニング用サイドウォール
 税込価格　75,900円

OPTIONAL  PARTS

IMPORTER
OPTION

キャリーバッグ
付属

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。

LADDER  HOOK  EXTENSION
ラダーフックエクステンション

 税込価格 16,500円

EVOLUTION line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

CARRIER BASE
EVOLUTION line専用キャリアーベース

　　　4個セット
 税込価格 33,000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。

ルーフテント　ジェームス・バロウド

これは100%欧州で
生産され、高品質であ
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。

※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。
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▶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 DISCOVERYODYSSEY SPACE EVASION GRAND  RAID VISION



旅行や冒険を何年か楽しんでいた時期に色々なルーフテントを見てきましたが、多様な環境に対応できている
ものが無いことに気付きました。
上質なデザインで、炎天下の太陽熱を遮ることができ、そしてどんな天候にも対応できるルーフテントを作ろうと
決意したのがおよそ20年前。
それを実現すべく「フランコ - ポルトガル　パートナーシップ」を設立。
最適な設計、暑さなどあらゆる天候に対応するルーフテント　ジェームス・バロウドが誕生しました。

ブランド精神と価値観――――――――

製品の開発にあたり、常に改良を加えお客様のより多くの満足を感じていただける様に心掛けています。

革新　快適　耐久性　これらを私たちのブランドの主なガイドラインに掲げ、お客様に優れた製品をお届け
するために、最も過酷な条件を課しながら製品テストを行なっています。

20年間、地球上に多くある素晴らしいところを旅してきました。
他社のテントも使い、それらは通常のコンディション下では良い結果が出ました。
しかし、多くのストレスがかかる環境で使用できるものではありませんでした。
だからこそ、あらゆる自然環境にも対応できる特別設計のテントを作る必要がありました。
ジェームス・バロウドはこうして生まれたのです。

そして、そのルーフテントを日本でも…。
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Always Comfortable
ジェームス・バロウド ――― 空気の流れをも計算して作られたルーフテント

Always Comfortable
ジェームス・バロウド ――― 空気の流れをも計算して作られたルーフテント

ジェームス・バロウド 共同設立者

Tony Partenio
ジェームス・バロウド 共同設立者

Tony Partenio



FRONTIER l ine

主な装備　ジェームス・バロウド ソーラーベント、
　　　　　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
　　　　　メタリックグレー
　　　　　※ホワイト以外のカラーは税込44,000円UP

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

セット内容
　キャリアベース×4
　クロスバー×2
　専用ボルト×8
　緩衝シート×4

外幅1,400㎜

フロンティアライン 世界最高品質のルーフテント、ジェームス・バロウド。
あらゆる条件下においても安心して快適に使えるテントを産む為、厳しい条件を科し妥協なく繰り返される製品の開発試験。
そして2022年、満を持して従来のEVOLUTIONラインから発展した新たな製品ライン「FRONTIER」が発表されました。

ABS樹脂一体成形によりさらに美しくなったシェル

さらなる耐久性と空力のために設計されたエアロダイナミックな
シルエット、そして耐久性に加え耐熱性、耐光性もさらに強化した
厚さ4㎜のABSプラスチックで作られています。
さらにシェル表面にに施したコーティング層が、塗装を強いUVや
悪天候から守り、且つ受けたダメージからの色の回復を助けます。
FRONTIERラインのシェルカラーは、標準カラーである白のほ
か、オプション料金（税込44,000円）を追加していただくことで
黒またはメタリックグレーに。

特許取得　フロントのロック機構
テントの空力を改善する為、フロントロックを排除し
て後部左右の２ロックになり、特許取得済の新しい
ロック機構をフロントに採用して、簡単かつ迅速に
操作できます。

側面後方ロックパーツ
左右側面の後方にある2箇所のロックパーツは、従来
の金属製ではなく強化されたポリマー樹脂で作られ
ています。このロックパーツは極寒の環境や雨・湿気に
耐えられる様に設計されておりより簡単になりました。

アクセサリーの装備を容易にするガター
FRONTIERライン製品のため特別に設計されたア
ルミニウム・リムには複数のガター（溝）が組み込ま
れており、テント内外への様々なアクセサリーパー
ツをスライドさせて取り付けることができます。

三層構造の生地で実現したより強力な耐久性

グレーのテントキャンバスはコーティングされた三層構造の生地に
なっており、650g/㎡のダブルシームで太陽光を反射。紫外線、熱、
水に対する耐性を発揮します。
テントキャンバスは、シェルの外側に向かって湾曲したアルミニウム
ガイドの下に取り付けられ、風速33mの突風を課す試験でも強力
な排水性能、耐風性能を確認しています。

（※ジェームス・バロウドによる社内試験）

進化した遮光性
EVOLUTIONラインから改善されたテントキャンバスは、防
音性と断熱性・遮光性が大幅に改善されました。特に遮光性
に関しては完全遮光を実現。モスキートネット（網戸）及び出
入口を閉じると、外光を完全にシャットアウトします。

進化した防音性
全てのジッパーに使用されているラバーカーソル
は、単純な仕組みではありますが強力な防音性によ
り強風下でもテント内は非常に静かに保たれ、一晩
中静かに休むことができます。

進化したリアドア
FRONTIERラインのリアドアには、モスキートネッ
ト（網戸）とテント時の間に透明なポリ塩化ビニルを
新たに追加。雨風や寒さを防ぎながら外光を取り入
れることができます。

フラットな天井で、より広さを感じる室内

シェルがABS樹脂で成形され
た事により、シェル裏にあたる
天井を、よりフラットにすること
が可能となりました。
テント内で横になった時に目
に入ってくるフラットな室内天
井が広く見え、モスキートネッ
ト越しに見える外の風景と相
まって、テントの中とは思えな
い開放感を感じるはずです。
このフラットな天井には大型の
ストレージネット、リア側両サイ
ドの壁には小物入れに最適な
小型のストレージポケットが装
備されています。

高圧ピストンアーム／ピストンエルボー
テントの開閉は4つの油圧ダンバーと多関節アームに
よって自動的に補助され、特許取得済でテントを最適な
状態に保つ様微調整されたロック機構付ピストンエル
ボーがルーフテントの生地の張力を支え、高い耐風性を
実現します。ピストンアーム／ピストンエルボーはキャンバ
スカバーで保護されており、夜の睡眠中にひんやりとした
金属部に体が直接触れない様になっています。

ジェームス・バロウド高密度マットレス
テントの床面には、長期間の旅でも快適な休息が取れる様
ジェームス・バロウド高密度マットレスが敷かれています。
28㎏/㎥の密度と、厚さ65㎜のマットレスは、ルーフテント
市場で最も快適である事が頻繁に報告されています。

出っ張りの少ないソーラーベント
使用中に発生する湿気を排出するジェームス・バロ
ウド ソーラーベント。FRONTIERラインではソー
ラーベントの室内部の出っ張りが小さくなり、就寝時
に見上げる

ODYSSEY
FRONTIERライン　第1弾

オデッセイ

ODYSSEY  M

FRONTIERライン専用クロスバーセット（2本組）　37,400円

オデッセイ M 599,500円

厳しい開発試験をクリアして誕生したFRONTIERラインODYSSEYは、一人で砂漠に上陸する場合でも、
森の中で家族とキャンプをする場合でも、最高の品質・安全性・快適性をあなたにもたらします。

ジェームス・バロウド モスキートネット（網戸）は、
リア側がサイドの出入口まで境目がなくなりました。

EVOLUTIONラインで収納作業時に使用していたバック
リボンは、テント使用中に吹く風に煽られ音を立てる原因
となっていた為、FRONTIERラインでは廃止。
収納時はバックドアのジッパーを全開にし、丈夫なテント
キャンバスに追加したラバーハンドルを引いてシェルを
下げテントを閉じます。

着脱式のLED灯は、取り外して懐中電灯としても使え、室内灯として使用する場合は
明るい白色だけではなく、虫が寄りつきにくい赤色の灯も使えます。

FRONTIERライン専用オプション

FRONTIERラインのシェルにある専
用ポートに取り付けるクロスバーです。

着脱式LEDライト

（税込）

（税込）



GRAND RAID X
グランドレイド X 603,900円

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

主な装備　ジェームス・バロウド ソーラーベント、着脱式LEDルームライト、アルミラダー（ハシゴ）1本、天井荷台、ラゲッジバッグ
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 XL
グランドレイド XL 631,400円

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

DISCOVERY M
ディスカバリー M 480,700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

主な装備　ジェームス・バロウド ソーラーベント、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）

DISCOVERY XL
ディスカバリー XL 547,800円

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1,380
重　量　約65ｋｇ

SPACE S
スペース S 498,300円

展開前外寸（㎜）
長さ1,980×幅1,300×高さ335
展開時室内（㎜）
長さ1,960×幅1,280×高さ1,430/480
重　量　約55ｋｇ

主な装備　ジェームス・バロウド ソーラーベント、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）

SPACE XL
スペース XL 583,000円

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1,530/480
重　量　約65ｋｇ

EVASION S
エヴァション S 498,300円

展開前外寸（㎜）
長さ1,980×幅1,300×高さ335
展開時室内（㎜）
長さ1,960×幅1,280×高さ980
重　量　約55ｋｇ

SPACE M
スペース M 534,600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1,430/480
重　量　約60ｋｇ

EVASION M
エヴァション M 534,600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980
重　量　約60ｋｇ

主な装備　ジェームス・バロウド ソーラーベント、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 XL
エヴァション XL 583,000円

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

VISION M
ヴィジョン M 416,900円

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 493,900円

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

主な装備　アルミラダー（ハシゴ）1本、テントカバー

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

※1：DISCOVERY、SPACEは270度。　※2：参考資料　令和2年度 文部科学省・学校保健統計。
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展開前 外幅1,100㎜ 展開前 外幅1,100㎜
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ソフトシェルテントの展開 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。

GRAND RAID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。

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。

ジェームス・バロウドのルーフテントで展開・収納が最も楽
にでき、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。

天井が水平に上がるタワー型テントです。大型網戸で
360°のパノラマビューが楽しめ、座高が少し高めの方も
中で座ることができます。

ソフトシェルテントVISIONは軽量で、展開すると VISION M は、ハードシェルテント
のXL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。

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。【注意！】

（税込） （税込）

（税込）

GRAND RAID M
グランドレイド M 572,000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980
重　量　約60ｋｇ

外幅1,400㎜

（税込） （税込）

（税込） （税込）

（税込）（税込） （税込）

（税込）（税込） （税込）

付属の
ラゲッジバッグを
載せた例

スペアタイヤを
載せた例

GRAND RAIDの天井荷台GRAND RAIDの天井荷台

天井の最高部が高いトライアングル型と寝ながら大型網
戸で外景パノラマを楽しめるタワー型の中間モデルで、平
均的な身長※2の10歳児のお子様が立てます。ジェームス・
バロウドの一番人気モデルです。

ラゲッジバッグ付

テントの展開と収納が最も楽なリーズナブルモデル

天井の最高部がもっとも高くなる一番人気モデル 天井荷台を装備した360°パノラマビューのタワー型モデル

軽量で、XLサイズはハードシェルテントXLサイズを凌駕する室内面積

窓を開けば 360°のパノラマビューが楽しめるタワー型モデル

EVOLUTION line唯一の天井荷台付モデルです。このモ
デルには、他モデルにはないXサイズの設定もあります。

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 着脱式LED照明がハードシェルテントに標準装備 ハードシェルの色は、豊富なRALカラーから選べます

ルーフシェル上にある
ベント用ソーラーパネル 室内天井のベント

走行中にも強みを発揮‼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。

ジェームス・バロウドのテントは、テント全面の大きなモ
スキートネット（網戸）で心地良い風を多く入れること
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。 

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
EVOLUTION line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
吸排気を行うソーラーベント（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。

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。虫が視認できない赤い光
での点灯も可能で、エマージェンシーライト
（緊急赤色ストロボライト）も使えます。

ジェームス・バロウドのEVOLUTION line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。
※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。

全モデル、フロアには心地よく良質なクッションマット

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。

EVOLUTION line (Hard Shell Tents) & Soft Shell Tent

サイズ選択のPOINT ☞ 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。
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。

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。

ルーフテントの取り付けについて
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。

エボリューションライン ソフトシェルテント
ハードシェルテント


