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フィールドでは予測不可能な事態が突発的に発生し、時にはプロダクツの性能を超えるような状況に直面する
場合もあります。以下の説明がすべての危険な状況を説明している訳ではありません。プロダクツの性能をよく
理解したうえで安全なキャンプをお楽しみください。

●本製品の素材は難燃性ではありません。本製品内では燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、
ローソク、ライター、タバコなど裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気の使用は火災や
特に炭火や練炭を使用しますと酸欠、一酸化中毒などの恐れがあり大変危険です。
●本製品内で燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。

●気象状況には常に細心の注意を払い、悪天候が予想されるときは速やかにキャンプを中止して安全な場所へ避難
してください。万一悪天候にみまわれたり、強風時などにはペグや張り綱がしっかりとつながれているかなどを点検
してください。
●急な積雪により、ドアパネルのマッドスカートが雪で覆われたり、天井部に高く積ったりすると危険です。こまめに
除雪したり入り口を開けるなどして換気にも注意をしてください。

●品質には万全を期しておりますが、お使いになる前に必ず試し張りを行い、付属品や設営道具を確認してください。
万一不具合があった場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
●縫製部分にはシームテープによる防水処理が施してありますが、ドアパネルや窓のファスナー部分、テープを縫い
つけた部分等、製造の都合上或いは構造上シームテープが施せない部分があります。通常の雨には十分対応
できますが、長時間の大雨や横なぐりの雨の時などは、縫い目から雨水が侵入することがあります。ご購入時は、
シーリング加工は行なっておりませんので、付属のシームグリップ剤であらかじめ縫い目に表と裏からシームグリッ
プ剤を縫い目にそって、塗布してからお使いください。
●本製品は結露を軽減する機能を有しておりますが、防止するものではございません。悪条件が重なった場合、本体
内部に多量の結露が発生する場合がございますのでご注意ください。

●風の吹きぬけるような場所や、雪崩、がけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけのよい
平坦な場所を選んで設営してください。
●燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなど熱源のそばで組み立てたり、使用しないでください。万一熱源が転倒
したり落下しても延焼しない距離を保ってください。
●たき火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。特に風下側では火の粉を被り、生地に穴をあけて
しまう場合があります。
●樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。
溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを痛めます。
●本製品の設営・撤収の際は、フレームをしっかりと掴んで作業してください。フレームの先端がハネ返るなどして
思わぬ事故になりますので、近くに人がいないかなど、周囲の安全を確認してください。
●必ずペグを打ち込みしっかりと固定してください。
●弊社のテント、タープ、リビングシェルなど縫製製品は常設用ではございません。

注意事項

このたびは、スノーピーク製品をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂くためにも本取扱説明書を必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管してください。

火気厳禁

設営・設営場所

初めてお使いになる前に

天候・気象状況
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Ⓑ

■下記の場所は製品構造上シーム処理ができない為、水が侵入する可能性があります。下記の
　場所及び浸水が確認された箇所の外側ミシン目にシームグリップ剤を塗布し糸目からの水の
　侵入を防いでください。

1.ループやトグルを縫いとめているミシン目Ⓐ
２.ファスナーレールを縫い込んでいる外側ミシン目Ⓑ

※ご使用の前に、付属品が全て揃っているかを確認してください。■セット内容

□セット内容は一般的な条件下での設営を基本としたものです。頑丈で長めのペグや、φ３ｍｍロープなどを用意
されると、柔軟な対応が可能となります。ペグやロープ、自在などは消耗品ですので、常に予備を携行することを
お勧めします。

ドアパネル上部
トグル６ケ所。
（反対側も同様です。）

トグル
×6

ミシン目 Ⓐ

グランドシート
ケース×1

インナーマット×1グランドシート×1 インナーマットケース×1

ペグケース×1 自在付ロープ
3.5m×6、
2.5m×4、
1.5m×2

ランドロック
フライシート×1
インナーテント×1
コンプレッションベルト×２

Ａフレーム×２
Ａフレームリッジポール×Ｉ
Ｃフレーム×２
センターフレーム×１

フレーム収納ケース×１ 本体収納ケース×１シームグリップ剤×１

ルーフシート×1

ジュラピンベグ×27本
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リッジポール

Ａフレーム

バラした状態でリッジ
ポールにセットする

■各部名称

①本体を設営しようとする場所に広
げます。その時２つある出入口用
ドアパネルの向きを考慮してくださ
い。

注）ビルディングテープ３本ともバッ
クルが接続されている事を確か
めてください。もし外れている場
合は設営前に必ず接続をしてく
ださい。

②初めに、紺色の印がついたＡフレームリッジポールを真中の紺色テープのスリーブに入れます。そしてＡフレームジョイント部に
ついている２個の紺色シールが外側に向く様にリッジポールを差し込みます。リッジポールの端がＡフレームジョイント部の最
後までしっかりと入った事を確認し、センターリングを奥まで押し込む様に入れて引っ掛けます。（図Ａ）
　この時点ではセンターリングのテープはテンションを掛けずにゆるめておきます。次に反対側のＡフレームにもリッジポールを
差し込みます。

注）Ａフレームをリッジポールにセットするときには、Ａフレームを全て繋げてからセットせずに、左右上の1本以外はバラしたままリ
ッジポールにセットしてください。（図Ｂ）セットしてから立ち上げることで接合部へのストレスを減らし楽に設営できます。

設営の手順

より安全に設営するためにも必ず２人以上で設営してください。

Ａフレームリッジポール

Ａフレーム

Ａフレーム

Cフレーム

Cフレーム

ベンチレーション

メッシュ窓

センターフレーム

サイドドアパネルドアパネル

ランドロック本体

ドアパネル
（出入口）

ドアパネル
（出入口）

本体裾部につくビルディングテープ３本

Ａフレーム
リッジポール Ａフレームリッジポール

Ａフレーム

スリーブ（紺色）

スリーブ
（紺色）

紺色
シール

本体

Ａフレームジョイント部

Ａフレーム

センターリング
センター
リング

（図A）

（図B）
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Cフレーム

リング

③本体の裾部にある紺色紐が付いたリングピンを持ちＡフレームに差し込みます。（４ケ所）
　両側のセンターリングのテープのテンションを調節します。この時にＡフレーム上部の
　プラスチックフックをあらかじめ付けておきます。
注）リングピンをＡフレーム端部に入れる時は、フレーム端部をしっかりと動かない様に
持ち、指をはさまないように気をつけながら差し込みます。フレームを持ちあげると反
対側に荷重が掛かり、Ａフレームリッジ
ポールの端部を曲げる危険があります。

リングピンを差し込む際に矢印の方向に大きく持ち上げてしまうと、反対側のＡフレームジョイ
ント部のＡフレームリッジポールに無理に荷重が掛かり曲げてしまう恐れがありますので、反対
側の状況をよく見て差し込んでください。

④黒色の印がついたＣフレームを少しずつ継ぎ黒色のテープがついたスリーブに通していきます。次に③同様にリングピン（黒紐
付き）を差し込みます。片側のＣフレームを立てた後もう一方のＣフレームも同様に立ち上げます。

注）Ｃフレームも、少しずつ継ぎスリーブに通します。ＣフレームはＡフレームの外側を通します。

⑤両端が赤色のセンターフレームを少しずつ継ぎ、本体センターにある赤色のテープがついたセンタースリーブに通していきます。
次に③同様にリングピン（赤紐付き）を両端のフレームエンドに差し込みます。

スリーブにフレームを通す際はサ
イドドアパネルを開けて本体に近
づき作業すると便利です。

少しずつ継ぐ際は、フレーム同士
がしっかり接続されたことを確認
してスリーブに通してください。

Ａフレーム

紺色シール

本体

リングピン

ペグダウンループ
（紺色）

Aフレーム上部の
フックのみ掛ける。

荷重が掛かり
曲げてしまう

Cフレーム
黒色のテープ

スリーブ

スリーブ（黒色）

少しずつ継ぐ際は、フレーム同士
がしっかり接続されたことを確認
してスリーブに通してください。

センター
フレーム

センターフレーム
（両端赤色）

赤色のテープ

スリーブ

スリーブ（赤色）

サイドドアパネル

リングピン

ペグダウンループ（赤色）

リング
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⑥Ａフレーム/Ｃフレーム/センターフレームに各々上から下へ順々にプラスチックフックを掛けます。
　クロスフレーム部はベルクロ付テープをＯリングに通して固定します。

※クロスフレーム／センターフレーム部の張り
綱は、本体に縫い付けられている０リング
付テープをクロスフレーム／センターフレー
ム部に、一回転させてから、張り綱にテンシ
ョンをかけます。

注）風で本体を飛ばされたり、フレームを曲
げない為にも本体及び張り綱は、しっ
かりとペグダウンします。

⑦裾部リングピンに付いている、ペグダウン用ループ及びテープにジュラピンペグを通し、全て室内側でペグダウンをします。また、
付属の張り綱ロープも、しっかりペグダウンします。出入口用ドアパネルを張り出す場合は別売のアップライトポール（ＴＰ-０８０）
を使い二又のロープで立ち上げてください。シワが残らない様にロープの方向を調整してください。

注）降雨時のドアパネルは水が溜まりやすくなりますのでポールを斜めに倒し勾配をつけるか、ポールを短く使い、
前面中央を大きくＶ字にロープで下げ、水の逃げ道をつくり溜まらないようにします。

※クロス
　フレーム部

プラスチック
フック

フレーム

Cフレーム

Aフレーム

Oリング

7m二又ロープ
（別売アップライトポールセットに付属）

Vの字に水逃げ道
を作ります。

アップライトポール
（別売）

3.5mロープ

3.5mロープ

2.5m
ロープ

1.5m
ロープ

2.5m
ロープ

Cフレーム

Aフレーム

Oリング

張り綱ロープ
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⑧必要に応じて最後にビルディングテープのバックルをはず
し、テープをポケットに収納してください。（設営後にビル
ディングテープを外す場合は、必ず室内側にペグダウン
をしてテンションを室内側にかけてください。）

①インナーテントの前後を確認して、ランドロックの室
内に広げます。

　（インナーテントはボトムにロゴプリントが入っている
方が室内側になります。）

※インナーテントは、ランドロック本体のサイドドアが無い側の室内に吊り下げます。
　（サイドドア側には、インナーテント取付用のＯリングがないので取付けられません。）

■インナーテントの設営

Y字型
ビルディングテープ

センタービルディングテープ

Y字型
ビルディングテープ

ビルディングテープポケット

インナーテント吊り下げ位置 サイドドア

ロゴプリント
室内側
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インナーボトム

センター
フレーム
Oリング

④最後に出入り囗下部にあるペグダウンテープをペ
グダウンします。このペグダウンをする事で、ドア開
閉の際のボトム浮き上がりを軽減し、開閉しやすく
なります。

③インナーテント上部に付くフック･トグルを本体（フライ）のＯリングに全て引っ掛けていきます。

②インナーテント各ボトムコーナーに付くフック･ゴムループを本体（フライ）のＯリング、ペグに引っ掛けます。

後部2ケ所に付くペグダウン
テープは、本体（フライ）を留
めるペグに引っ掛けます。

ボトム入口コーナーに付
く、フック付赤色テープを
本体（フライ）のセンター
フレームOリングに引っ
掛けます。

ボトム両サイドに付く、フック付紺テープを
本体（フライ）のＡフレームＯリングに引っ掛
けます。　

Ａフレーム

室内側

Ａフレーム
Oリング

センターフレーム
（両端赤色）

フック付
紺色テープ

フック付
赤色テープ

ペグダウン
ループ（紺色）

ペグダウン
テープ

ペグダウンループ
（赤色）

本体（フライ）Oリングに
トグル掛け

本体（フライ）Oリングに
フック掛け
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■セーフティーリングの活用
本製品には、強風時に側面からの風に対して安定性を保つセーフティーリングを備えています。セン
ターフレーム内側にお手持ちのロープを下図のようにセッティングします。

あくまでも補助対策です。あらゆる悪天候に耐えられるものではありません。一時的な強風時
や、即座に撤収が困難な場合にのみご使用ください。セーフティーリングに体重をかけるなどし
ないでください。破損の恐れがあります。

もう一方のロープ端
部をセンターフレーム
が差し込まれているO
リングに結びます。

最後にロープ全体にテ
ンションが掛かるよう、自
在を調整します。この時、
強く引き過ぎると本体縫
い込み箇所を破損する
恐れがありますので、無
理なテンションを掛けな
いでください。

①
本体（フライ）側

センターフレーム内側上部にあるセーフティーリン
グに自在付きのロープを通します。

赤色テープ

自在 ロープ

セーフティーリング

本体縫い込み箇所

調整

本体（フライ）

結ぶ

ロープ

センター
フレーム

③②

警告
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※図は片面のみにフッキングした状態

■ランドロック本体へのフッキング位置

接続フック

接続フック

ルーフシート本体

ルーフシート接続フック

自在金具付きロープ

Cフレーム上部フックの
テープ接続部へフッキング

センターフレーム上部フックの
テープ接続部へフッキング

Aフレーム上部フックの
テープ接続部へ
フッキング

Aフレーム上部フックの
テープ接続部へフッキング

ルーフシートの接続フックを、ランドロック本体
フレームフックのテープ接続部に引っ掛けます。

フレーム

ランドロック本体
フレームフック

ルーフシート
接続フック

■ルーフシートの設営　

本体（フライ）側
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①設営は2人以上で行ってください。
　ルーフシート裏面を上にして広げます。

②ランドロック本体片側のCフレーム、
Aフレーム、センターフレームの上部フ
ックのテープ接続部に、ルーフシート接
続フック、自在金具付きロープをそれぞ
れ引っ掛けます。
　（左図■ランドロック本体へのフッキング
位置参考）

③2人で、反対側の端のコードを持ち、
ランドロックに被せます。

④Cフレームに被せてルーフシート
端部についているマジックテープ
をCフレームに巻き付けます

⑤最後にランドロック本体をもう片側のCフレーム、
Aフレーム、センターフレーム上部フックのテープ
接続部に、ルーフシート接続フックと自在金具付
きロープを引っ掛け、調節して完成です。

Cフレーム
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■収納時の注意事項
□十分に乾燥してから収納してください。
□設営後ビルディングテープを外した場合は、撤収の前にビルディングテープのＹ字型とI字型のバックルをセットします。
次回設営時にペグダウンの位置が決まりやすくなります。

　※Ｙ、I字型部のペグダウンを本体の外側から行なった場合本体が広がり、撤収時に再セットしにくくなりますので室内
　側でペグダウンされることをお勧めします。

□フレームをピンから外す時はフレームがハネ返り危険です。フレームが真っすぐになるまで手を離さないでください。
□スリーブからフレームを取り出す際は、必ず押して取り出してください。
　※フレームを引いて取り出すと、スリーブの中で連結部が外れることがあり生地を傷める場合があります。
□フレームは中央から端に向かって折り畳んでください。
　端から折り畳むとショックコードに負担がかかり伸びや
　切れ、フレームの曲がり、折れの原因になります。
ロペグを全て抜き、よごれを落としてペグケースに頭を下
　に向けて収納してください。

■ケースへの収納 
　（収納する際は、必ずルーフシートとインナーテントを本体から取り外したあとに
　 本体を撤収してください。）

①センタースリーブを中心に２つ折りにたたみます。

②長方形になるように両サイドを内側にたたみます。



フレーム
収納ケース

本体
収納ケース

本体（フライ）

インナーテント
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③長方形になった本体（フライ）を本体収納ケースサイズ
に入る幅にたたみます。

⑥ケース幅になった本体（フライ）を裾部に向かって空気
を出す様に巻いていきます。インナーテントは④で開け
ておいたファスナーに向かって、空気を出す様に巻い
ていきます。

⑦本体（フライ）とインナーテントとルーフシートをまとめて、
付属のコンプレッションベルト２本を掛け絞ります。

⑧フレームは、フレーム収納ケースへ本体（フライ）とインナ
ーテント、ペグは本体収納ケースへそれぞれ収納します。

④インナーテントドアパネル下部のファスナーを空けておき
ます。

⑤本体（フライ）同様に、本体収納ケースサイズに入る様
にたたみます。



出
入
口
側

リ
ビ
ン
グ
側

13

空気中に含まれている水分が急激に冷やされて霧状になったものが結露として現れます。特に狭いテント等の空間
では、通常の室内よりも水蒸気の濃度が高くなり、結露の発生する確率が高くなります。原因としては、人体構成要
素の約60％を占める水分が、呼吸や汗などにより放出され、水蒸気となりテント内に結露が発生します。テント内で
は、特にフライシート・ボトム部分などの防水性能が高い部分に結露が発生しやすくなります。結露は優れた透湿防水
素材でも使用状況により完全に防ぐことは不可能です。ご使用中は結露軽減のために適時換気を行ってください。

結露について

●本製品にはルーフの生地にＵＶカット加工を施しています。ＵＶカット加工は、人体にとって有害な紫外線の透過
を抑えると共に、生地の強度劣化を緩和します。
※ＵＶカット加工は、紫外線による人体への影響や、素材劣化を防止するものではありません。

紫外線の影響について

●本製品はいずれの生地にも高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能（撥水の仕方や耐
久性）に若干の差が見られる場合があります。また、ご使用を重ねますと撥水性能が低下する場合があります。
　性能が低下した場合は市販の撥水スプレー等を、それらの説明書をよくお読みの上ご使用ください。
●防水性の高い生地を使用しておりますが、地面の水溜りなどへ長時間接触していると雨水が浸み込む場合があります。
●農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合があります。この症状と判断された場
合、製品の保証が出来なくなりますのでご注意ください。
●撥水剤の影響によりロゴマークが剥離する場合があります。

撥水・防水性能について

■グランドシートのセッティング方法

■インナーマットの収納方法 
　 イラストのように折り畳み、収納ケースに入れてください。

① ② ③

グランドシート グランドシート ランドロック グランドシート ランドロック

①グランドシートを敷きます。
　※光沢のあるPUコート面が表面になります。

②出入口側はランドロック本体と
　一緒にペグダウンしてください。

③リビング側はランドロック本体の
　リングにフックを掛けてください。
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●本製品はポリエステル生地を組み合わせて使用しています。生地の特性を考慮し、できる限り色移りし難い加工
と配色パターンを採用していますが、保管状態などにより、色移りが発生する場合があります。ご了承ください。ま
た、濡れたままの保管は避けてください。
●濡れたまま保管すると、カビや悪臭、生地の色移り、生地の劣化などのトラブルの原因になりますので、使用後は
風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで泥汚れを落としてから保管してください。
●フレームを通した状態のままで逆さまにしないでください。フレーム折損や生地損傷の原因になります。
●フレームは表面の汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食、強度が低
下します。ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地
に油ジミができますのでご注意ください。また、フレーム内部のショックコードは不必要に引っ張らないでください。
●フレームを収納する際は、中央を意識しながら折り畳んでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
●ファスナーに泥や砂、ホコリなどが付着したまま使用すると摩耗し破損の原因になりますので、ブラシなどを使い
常に清潔にしてください。また、スライダーの動きを滑らかにするために、少量のシリコン系樹脂剤を定期的に塗
布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。
●小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書をよくお読みください。
●ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
●次回の使用に備え、張り綱などの付属品も含め、十分に保守、点検をしてください。
●シームテープはＰＵコーティングが痛まない程度の温度設定で圧着されていますが、使用を重ねるにしたがい剥
離してしまう場合があります。剥離が確認された場合は、アイロンを低温に設定し、剥離箇所のみを再度圧着して
ください。熱を掛け過ぎた場合生地が変色したり劣化が促進されますのでご注意ください。シームテープは無理や
り剥離させないでください。ＰＵコーティングが一緒に剥離された場合、修理できなくなる可能性があります。
●樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。
　溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。
●使用する際にフレームが折れてしまった場合は、応急処置として速やかに添え木をあて、ビニールテープなどで
固定するか、撤収をしてください。

メンテナンス・保管

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできる
だけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合 ： 往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合 ： 往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

修理について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊
社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は
適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下
の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

品質保証について

  1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
  2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
  3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
  4. 不測の事故による製品の故障。
  5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
  6. ゴミやサビによる故障。
  7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
  8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
  9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
 10. 他社製品との組合せによる故障。



品質表示
FES-195 ランドロックM アイボリー オプションセット

フライ本体材質／

フレーム／A6061(φ19mm,16mm)　　 ペグ／ジュラルミン
インナーテント材質：ウォール／68Dポリエステルタフタ
ボトム／210Dポリエステルオックス・
 PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム
ルーフシート／75Dポリエステルタフタ・PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム

UVカット加工・テフロン撥水加工
インナーマット／表生地：68Dポリエステルタフタ・PUコーティング、中芯:ウレ

タン5mm、裏生地:PVC、サイズ：290(215)×220cm、
収納サイズ:76×75×7(h)cm

グランドシート／210Dポリエステルオックス、PUコーティング耐水圧
1,800mmミニマム、サイズ:280(215)×210cm

キャリーバックサイズ／本体ケース：76×32×36cm
  フレームケース：72×17×22cm
重量／本体：23kg、インナーマット：3kg、グランドシート：1kg

150Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧
1,800mmミニマム（ルーフ部）、UVカット加工、テフロン
撥水加工・150Dポリエステルオックス・PUコーティング
耐水圧1,800mmミニマム（ウォール部）、UVカット加工、
テフロン撥水加工

単位はcm

590
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0
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H
）
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0（
H
）

MADE IN CHINA

スノーピークユーザーサービス
（9：00～17：00）0120-010-660

Email:userservice@snowpeak.co.jp

不明な点やお気付きの点がございましたら、
販売店様または弊社ユーザーサービスまで
お問い合わせください。

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel. 0256-46-5858 / Fax. 0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp
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Thank you for purchasing this Snow Peak Product. To ensure your safety when using this product, 
please read these instructions carefully before use.Please be sure to keep this manual in a safe place 
for future reference.If you find anything in the instruction manual that is difficult to understand, or if you 
find a defect with the product, stop using it immediately and contact the dealers where you purchased 
the product or Snow Peak Customer Service.

Before use: please read thoroughly to ensure safety and avoid accidents.

Misuse may result in a serious accident or death.DANGER

Misuse could result in a potentially hazardous situation that can result in serious injury or death to the user.WARNING

Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.CAUTION

●The shelter’s material is not flame-proof. Therefore, do not use combustion-based heat 
sources such as lanterns, stoves, heaters, or open flames such as matches, candles, 
lighters, or cigarettes inside the tent. The use of such heat or light sources inside a small 
enclosed space is dangerous and may result in fire, oxygen deficiency, or carbon monoxide 
poisoning.

●Do not keep fuel or flammable items for replenishing the fuel inside the shelter.

●Before using the product, check each part for abnormalities. If there are abnormalities, take the 
product to your reseller or Snow Peak’s Customer Service Team for inspection and repair.

●Pay close attention to the weather. If extreme weather is in the forecast, pack up camp and 
evacuate to a safe place.

●Do not bring heated items into the tent when they are at high temperatures. Very high 
temperatures inside of the tent may cause fire or heatstroke.

●Hot weather will cause high temperatures in the shelter, leading to a higher risk of 
heatstroke. Pay close attention to temperatures, particularly when children are asleep 
inside the tent.

●Choose a flat, well-drained area with firm ground to pitch the tent. The area should have no 
chance of avalanches, landslides, wind gusts, or sudden flooding.

●It is dangerous if the mud skirt of the door panel is covered with snow or if it is piled high on 
the ceiling due to the sudden snow. Please ensure ventilation by removing snow frequently 
and opening the entrance.

●This product is not intended to be in permanent use, as it may fade or deteriorate if exposed to 
sunlight over a long period of time.

●Sunlight can cause the surface of the fly to heat up, potentially causing low-temperature burns.
●Flying sparks can create holes in the tent fabric. Do not assemble or use the tent close to a bonfire, 

fireworks, or areas where a fire is present. When setting up and disassembling, make sure there 
is no fire around. 

●Firmly hold the tent pole when assembling and disassembling the tent.   Pole ends recoiling may 
lead to unexpected accidents, so ensure that the surroundings are safe with no bystanders in the 
vicinity. Be sure to work with two or more people.

●Secure the shelter firmly with pegs and ropes.
● It is made of thin fabric, so it may break if you pull the fabric too much. Please be careful.
● Watch your feet when utilizing the building tape, rope and peg. It may offset your balance and 

cause an unexpected accident.
●By correctly stretching the rope, you can obtain strength that can withstand wind and rain.
When using, please make sure to use all ropes according to the instruction manual.
● The inner room has a loop to hang small items. Please only use with items less than 1 kg. 
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Ⓑ

■Due to the product’s structure, seam processing is not possible in the following places, which may give 
way for water penetration. Apply a seam sealer on the outer stitching where you find a risk of water 
penetration to prevent water from entering through the seams.

1. Sewing holes for loops and toggles Ⓐ
2. Outside sewing holes for zipper rails Ⓑ

■Contents ※Please check that all accessory items are included before attempting to assemble the product.

□Contents are based on setup in general conditions. If you prepare a sturdy and long peg or a spare 
rope, you can be flexible for various conditions. Always carry a spare as the peg, rope, and rope 
stoppers are consumable items that wear out over time.

Door panel top
There are six toggles.
(Same for the other side.) 

Toggle×6 

Stitching Ⓐ

Ground sheet
case×1

Inner mat×1Ground sheet ×1 Inner mat case×1

Peg Case×1 Rope with
Rope Tensioner
3.5m(11’5”)×6,
2.5m(8'3”)×4,
1.5m(4’9’)×2

Land Lock
Main body×1
Inner tent×1
Compression Belt×2

A pole×2
A pole Ridge pole×1
C pole×2
Center Pole×1

Pole Carry Bag×１ Carry Bag×１Seam Grip Agent×１

Roof sheet×1

Duralumin Peg
×27pcs 



A pole Ridge pole

A pole

A pole

C pole

C pole

ベンチレーション

Mesh window

Center Pole

Side door panelDoor panel

■Part Names

Setup procedure

Ridge pole 

A pole

Set A pole on the Ridge pole
in a disassembled state
Set A pole on the Ridge pole
in a disassembled state

①Spread the main body on a flat 
area. Consider the orientation of 
the two doorway panels.

Note: Make sure all three building 
tapes are buckled. If it is 
disconnected, make sure to 
connect them before setup.

② First, put the dark blue tip of the ridge pole into the sleeve of the dark blue tape in the center. Next, insert the ridge 
pole so that the two dark blue stickers on the A ridge joint part outward. Confirm that the edge of the ridge pole is 
firmly inserted into the end of the A pole joint part, and then insert the center ring as if pushing it all the way in and 
hook it. (Figure A) At this point, please loosen the tape of the center ring without applying tension. Next, insert the 
ridge pole into the A pole on the opposite side.

Note: When setting the A pole on the ridge pole, do not set it after connecting all the A poles, and set it on the ridge pole 
while leaving the left and right upper ones apart. (Figure B) By setting it and then starting to raise the A pole, you can 
reduce the stress on the joint and set it up easily.

Make sure that two or more people take part in the setup.
Land Lock main body

Door panel
(Entrance / Exit)

Door panel
(Entrance / Exit)

Three building tapes attached to the hem of the main body

Ridge pole Ridge pole

A pole

Sleeve (dark blue)

Sleeve
(dark blue)

Dark blue
sealMain body

A: Pole joint section

A pole

Center ring
Center ring

(Figure A)

(Figure B)
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C pole with black sticker

③Hold the ring pin with the dark blue peg down loop on the hem of the body and insert it into the A pole. (4 places) 
Adjust the tension of the tape by pulling the belt with center rings on both sides. At this time, please hook the plastic 
hook in the upper part of the A pole beforehand.

Note: When inserting the ring pin into the A pole end, hold the pole ends firmly so 
that it does not move, and insert carefully so that your finger does not get caught. 
If you lift the pole, a load will be applied to 
the opposite side, and there is a risk of 
bending the end of the ridge pole.

If you lift the ring pin largely in the direction of the arrow when inserting it, there is a 
risk that the load will be applied to the ridge pole of the A pole joint on the opposite 
side, and the ring pin will be bent. Therefore, please check the situation on the 
opposite side before inserting it.

④Connect the C pole with the black sticker on the tip node little by little and pass it through the sleeve with the black 
tape. Next, in the same way as ③, insert a ring pin with a black peg down loop to the tip of the C pole. After setting 
up one C pole, please set up the other C pole as well.

Note: Please pass C pole through sleeve little by little. The C pole should pass through the outside of the A pole.

⑤Connect the center pole, which is red on both ends, little by little, and pass it through the center sleeve with the red 
tape in the center of Land Lock. Next, insert the ring pin with the red peg down loop in the same way as ③ into the 
pole end with the red seal on both ends.

When you pass the pole 
through the sleeve, it is 
convenient to open the side 
door panel and get closer to 
the main body.

When you connect poles little by 
little, please ensure that the pole 
sections are firmly connected before 
passing them through the sleeve.

Ring

Dark blue
seal

Main body

Ring pin

Peg down loop
(dark blue)

A pole

Hang the hook only
on the upper A pole

It bends under load.

C pole
Black tapeSleeve

Sleeve with
black tape 

When you connect poles little by 
little, please make sure each 
section of the pole is firmly 
connected before passing them 
through the sleeve.

Center pole

Tip of the center (red)

Red tape

Sleeve

Sleeve with red tape

Side door panel

Ring pin

Peg down loop (red)

Ring

20
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* Crossing part pole

Plastic hook

Pole

C pole

A pole

O-ring

C pole

A pole

O-ring

Rope

⑥Please hook the plastic hooks from top to bottom to the A pole / C pole / center pole. Fix the crossing part of poles 
with tape with Velcro through the o-ring.

⑦Place the Duralumin peg through the loop attached to the ring pin on the hem and peg down all the loops inside the 
room. Peg down the rope firmly. Use the sold separately upright pole to lift the entrance / exit door panel. Adjust the 
direction of the rope so that no wrinkles remain.

Note: When it rains, the door panel tends to fill with water, so either tilt the pole and make a gradient or use a short pole 
and pull down the center of the front with a large V-shaped rope so that water can escape.

* For the tension rope of the crossing 
part of poles /Center pole part, turn 
the O-ring tape sewn on the body 
around the crossing part of poles 
/center pole part for one turn and 
apply tension to the tension rope.

Note: To maintain the pole’s stability 
amidst windier weather conditions, 
peg down the main body and the 
extension ropes firmly.

Make a water escape route
in the shape of a V.

Forked-end rope 7m(22’9”)

Upright pole 3.5m(11’5”) rope

3.5m(11’5”) rope

2.5m(8’3”)
rope

1.5m(4’9’)
rope

2.5m(8’3”)
rope
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⑧If necessary, unbuckle the building tape and store 
the tape in the pocket. If you remove the building 
tape after setting up, be sure to peg down inside and 
apply tension.

①Please check the front and back of the inner tent 
and spread it in the room of the Land Lock. For 
the inner tent, the side with the logo print at the 
bottom is the indoor side. 

* Please hang the inner tent in the room on the side of the Land Lock without the side door. Since there is no O-ring 
for the inner tent, it cannot be mounted on the side door. 

■Setting up the inner tent

Inner tent suspension position Side door

Logo print

Indoor side

Y-Shaped building tape

Center building tape

Y-Shaped building tape Building tape pocket
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Inner bottom

Center pole
O-ring

④Peg down the tape at the bottom of the entrance and 
exit. By pegging down, you will reduce the floating 
when opening and closing the door. 

③After hooking all the hooks on the bottom, adjust the length of the hooked tape and stretch the inner room.

②Hook the hooks and rubber loops on each bottom corner of the inner tent to the O-rings and pegs on the main body (fly).

The peg-down tape at the rear two 
places should be hooked to the 
pegs that hold the main body (fly).

Hook the red tape with 
the hook attached to the 
bottom entrance corner 
on the center pole O-ring 
of the main body (fly).

Hang the dark blue tape with the hook 
on both sides of the bottom on the A 
pole O-ring on the body (fly). 

A pole

Indoor side

O-ring on
A pole

Tip of the center (red)

Dark blue tape with hook 

Red tape with hook 

Peg down loop
(dark blue)

Peg tape

Peg down loop (red)

Attach the toggle on the O-ring
at the main body (fly).

Hang the hook on the O-ring
on the main body (fly).
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■Use of safety rings
This product has a safety ring that maintains stability during strong winds. Set up your rope inside the center 
pole, as shown below.

The safety ring is only a supplementary measure and cannot withstand all bad weather. Please use this product 
only when there is a temporary strong win or when it is difficult to disassemble immediately. Do not put your 
weight on the safety ring; otherwise, it may be damaged.

Connect the other 
end of the rope to 
the O-ring with the 
center pole.

Finally, adjust the rope 
tensioner so that the 
tension is applied to 
the entire rope. Do not 
apply excessive 
tension as pulling too 
hard may damage the 
sewn part of the body.

① Main body (fly)
side

Put a rope ((5m, 16’4”-6m, 19’7”) through 
the safety ring on the inside upper part of 
the center pole.

Red tape

Rope tensioner Rope

Safety ring

Sewn part of the main body

Adjust

Main body (Fly)

Tie

Rope

Center Pole
③②

WARNING



Hook to the tape 
connection part on the hook 
at the top of the A Pole.

Hook to the tape 
connection part on 
the hook at the top 
of the A Pole.

Hook to the tape connection part on the 
hook at the top of the Center Pole.

Hook to the tape connection part on the 
hook at the top of the C Pole.
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*The figure shows hooking on one side only.

Connection hook

Connection hook

Roof sheet

Roof sheet connection hook

Rope with Rope Tensioner

Hook the Roof sheet connection hook to
the tape connection part of hooks for pole
on the Land Lock main body.

Pole

Hook of pole on 
Land Lock main body

Roof sheet
connection hook

Main Land Lock(Fly) side

■How to set up the Roof sheet

■The hooking position on the main body of the Land Lock.
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C Pole

①Make sure that two or more people 
take part in the set-up. Spread the 
Roof sheet with the back side up.

⑤Finally, hook the Roof sheet connection hook 
and the Rope with Rope Tensioner to the 
tape connection part of the upper hooks on 
the C Pole, A Pole, and Center Pole on the 
other side of the Land Lock main body and 
adjust the tension.

②Hook the Roof sheet connection hook 
and the Rope with Rope Tensioner to the 
tape connection part of the upper hooks 
on the C Pole, A Pole, and Center Pole 
on one side of the Land Lock main body.

　(Refer to the figure on the left 
■the hooking position on the 
main body of the Land Lock.)

③With two people, hold the 
cord at the opposite end and 
place it over the Land Lock.

④Put the Roof sheet over the 
C-pole and wrap the Velcro on 
the edge of the Roof sheet 
around the C-pole.



●Before storage, the product should be cleaned and dried sufficiently. ●If you remove the building tape after 
setting up, connect the Y-shaped and I-shaped buckles of the building tape before taking it down. This will make it 
easier to position the pegs for the next time you set up. *If you peg down the Y or I-shaped part from the outside 
of the main body, the main body will expand, and it will be difficult to re-set the pegs when you take it down. ●
When removing the pole from the pins, the pole may recoil. Use your hands to keep the pole steady until it 
straightens. ●When removing the pole from the sleeve, push it out. *If the pole is pulled out, then it may become 
disconnected inside the sleeve. The disconnection of the pole inside the sleeve may cause damage to the cloth. 
●Fold the pole from the center to the edges. If folded 
from the edge, the cord can be overstretched, which 
may cause elongation or breakage. ●Pull out all pegs, 
clean them and store them in the peg case with their 
heads facing down.
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■Precautions for disassembly / storage

■How to store the shelter in the carry bag
　(When storing, be sure to remove the inner tent from the main body before removing the main body.)

②Fold the sides inward to form a rectangle.

①Fold the main body in half with the center sleeve as centered on top. 



Pole carry bag

Carry bag

Main body(fly)

Inner Tent
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③Fold the rectangular main body (fly) to a width that fits 
into the carry bag.

⑥After reaching the width of the carrying bag, roll up the 
main body (fly) so that the air comes out toward the 
hem. Wrap the inner tent toward the zipper opened in 
step (4) to let the air out.

⑦Put the main body (fly), inner tent, and roof sheet 
together, and compress all by tightening the two 
compression belts provided.

⑧Put the poles in the pole carry bag and store the main 
body(ly), inner tent, and pegs in the carry bag.

④Leave the zipper at the bottom of the inner room door 
panel open to allow air to escape easily.

⑤As with the main body (fly), please fold it to fit into the 
carry bag.



outdoor side

Living side
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① ② ③

Ground sheet Ground sheet Land Lock Ground sheet Land Lock

Mist is a collection of water droplets suspended in the air that condenses in rapidly falling temperatures. In 
smaller spaces such as the inside of a tent, water vapor concentration is higher than in an ordinary room and 
frequently results in more condensation. Human breathing and perspiration also cause the amount of water vapor 
in the tent to increase, resulting in more condensation. Depending on the surrounding conditions, it may be 
impossible to avoid condensation completely, even with waterproof materials. To reduce condensation, allow 
steady ventilation while the tent is in use.

Regarding Condensation

Water-Repellent and Waterproof Functions
● The fabric of the fly is treated with a high-quality, water-repellent finish. However, the level of water repellency 

and durability may vary slightly due to the characteristics of each material. In addition, the water repellency 
will deteriorate over time and consistent use.　When the water repellence decreases, use a water-repellent 
spray purchased from your local outdoor gear retailer and follow the product’s instructions accordingly.

●Materials with high waterproof capacity are used in this product. However, if the materials are in contact with 
pools of water on the ground for long periods,  the material may begin to absorb water. 

● The PU coating may also be damaged by agricultural chemicals, which can cause an abnormal decrease in 
waterproof capabilities. Please note that the product cannot be covered under warranty if this is the cause of 
damage.

● The logo may peel off as a side-effect of using the water-repellent treatment.

● A UV protection treatment has been applied to the fly material. 
*The UV protection treatment does not completely shield humans from ultraviolet rays or stop the deterioration 

of the material’s strength.
● When the tent material is exposed to sunlight for long periods of time, color degradation or strength deteriora-

tion may occur. Therefore, do not leave the product assembled permanently.
● If the material deteriorates due to ultraviolet rays and is badly damaged, it may become irreparable.

Regarding the Effect of Ultraviolet Rays

■How to set up the Ground sheet

■How to store the Inner mat.
Fold as shown in the illustration and place in the Inner mat case.

①Spread the Ground sheet.
　※The glossy PU coated surface 

will be the surface.

②Peg down the back side 
together with the main 
body of the Land Lock.

③The living side should be 
hooked to the ring on the 
main body of the Land Lock.



● A combination of polyester fabric is used for this product. Taking the material characteristics into consider-
ation, we adopted processing and color patterns that will result in less color migration. However, depending on 
storage conditions, slight color migration may still occur. Do not store the product while it is wet to prevent this 
color migration. ● Before storage, the product should be cleaned and dried sufficiently. If the product is stored 
when wet, the build-up of mold, bad odors, color migration, and material deterioration will occur. Dry the product 
sufficiently in a breezy and shaded area and clean the surface with a soft brush before storing. ●Do not turn the 
product upside down with the poles through it. Doing so may result in pole breakage or fabric damage. ● Clean 
and dry the surface of the poles before storing. If stored when wet, corrosion may occur, resulting in strength 
deterioration. Keep the joints clean and apply a small amount of silicone lubricant; applying an excessive 
amount of lubricant will stain the cloth. Ensure that the cords inside the poles are not pulled unnecessarily. ●
When storing the poles, please fold them from the center outwards.(Figure A) ●Store the product in a well-venti-
lated area, away from heat and moisture. ●Using the zipper 
when it is covered with mud, sand or dust may cause wear or 
damage.
Clean the zipper with a brush before use. Apply small amounts of silicone lubricant to the fastener regularly to 
allow for smooth movement. Do not apply excessive amounts of lubricant as it will leave stains on the cloth. ●
Slight damage to the cloth can be mended with repair tape that can be purchased from your local outdoor gear 
retailer. Refer to the product instructions for the correct use of such repair tape. ●Depending on the conditions 
during use, the tent material may deteriorate over a wide area, losing its durability and becoming irreparable. ●
Seam tape is pressure-capped at a temperature setting that prevents damage to the PU coating. However, it 
may peel off as it is used repeatedly. If peeling is found, set iron at a low temperature and reattach only the 
peeling sections. Be aware that excessive heat will discolor or accelerate the deterioration of the fabric. If the 
PU coating is completely peeled off, it may be impossible to repair. ●Sap cannot be easily removed. Do not set 
up this product under trees that frequently drop sap. The fabric or coating may be permanently damaged if the 
sap is forcibly removed with a solvent, etc. If the Pole is broken while the tent is in use, as an emergency 
treatment, use a repair pipe or splint, and fix it with vinyl tape. Or disassemble the tent for repair.
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●If professional repair is necessary, please contact the dealer where you purchased the product or Snow Peak 
Customer Service. ●Please dry and clean the product before sending it for repair. ●Please attach a memo onto 
the damaged area of the product.In the memo, include details explaining the circumstances that led to the 
damage. ●The cost of repair will be determined as follows: 1. If the damage is subject to warranty, Snow Peak 
will cover the transportation cost (both ways) and repair cost. / 2. If the damage is not subject to warranty, the 
customer will cover the transportation cost (both ways) and repair cost.

Regarding repair

Snow Peak makes every effort to ensure our products are free from defects or flaws for proper function and 
longevity. If you feel this product is defective or needs repair, please contact Snow Peak or go to the Snow 
Peak dealer where you purchased this product.If the cause is defective manufacturing, we will repair or 
replace the product free of charge.In all other cases, we will repair it at an appropriate price.The decision to 
repair or replace is at our discretion.We may not be able to repair or replace this product in the following cases. 
1.Failure due to improper handling described in this manual. / 2.Material deterioration from normal aging of the 
product. / 3.Failure due to modification or careless handling. / 4.Failure due to unforeseen accidents. / 
5.Failure due to defects outside of the manufacturing process. / 6.Failure due to dust or rust. / 7.Defects or 
damage due to product dismantling. / 8.Deformation or defects due to dropping or other physical shock. / 
9.Defects due to deterioration, damage, or failure of consumable parts. / 10.Failure due to use with other 
manufacturer’s products.

Quality assurance

(Figure A)

Maintenance
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FES-195 Land Lock M Ivory Option Set
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MADE IN CHINA

Snow Peak, Inc.
456, Nakanohara, Sanjo-Shi, Niigata 955-0147 Japan
Tel. +81 256-46-5858 / Fax. +81 256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak USA, Inc.
404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, USA
Tel. +1 (503) 461-0781 / Instagram. @snowpeakusa
Email. info@snowpeak.com / www.snowpeak.com

Fly / 150D Polyester Oxford, PU coating Waterproof rating: 
1,800mm minimum(Roof), UV protection treatment, Teflon 
water-repellent finish, 150D Polyester Oxford, PU coating 
Waterproof rating / 1,800mm minimum(Wall), UV protection 
treatment, Teflon water-repellent finish
Pole / A6061 (dia 19mm(0.7”) + dia 16mm (0.6”))
Peg / Duralumin
Inner Tent： Wall / 68D Polyester Taffeta
Bottom / 210D Polyester Oxford, PU coating Waterproof 
rating:1,800mm minimum
Roof sheet / 75D Polyester Taffeta, PU coating Waterproof 
rating:1,800mm minimum, UV protection treatment; Teflon 
water-repellent finish
Inner mat / Outer fabric: 68D Polyester Taffeta, PU coating, 
Inner material: Urethane foam 5 mm, Bottom fabric: PVC, 
size: 290 (215)×220 cm / 9‘52”(7’)x7’2", Storage size: 
76×75×7 (h)cm / 29.9”×29.5”×2.8”(h)
Ground sheet / 210D Polyester Oxford, PU coating 
Waterproof rating:1,800mm minimum, Size: 280(215)×210cm 
/ 9‘1”(7’)×6’8”
Carry Bag Size / Main case: 76×32×36cm / 
29.9”×12.6”×14.2”, Pole case: 72×17×22cm / 28.3”×6.7”×8.7”
Weight / main body: 23kg (51 Ibs), inner mat: 3kg (7 Ibs), 
Ground sheet: 1kg (2 Ibs)


