
スペック

スノーピークコット ハイテンション 
BD-030R

取扱説明書 ： Ver 1.00

セット内容（各部の名称）

●サイズ（収納時）：W1,250×D165×H145mm
　　　 （使用時）：W2,000×D650×H320mm
●材質/本体フレーム：アルミニウム、サイドフレーム：ステンレス
　　　 座布：ポリエステル600D・PVC加工
●重量：６.8kg

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、折り畳み機能を有する一人用簡易ベッドです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書
をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただ
きました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

MADE IN TAIWAN

安全上の注意事項　ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

メンテナンスについて

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。
●ランタンやバーナー・焚き火などの火気や、高温の物付近で使用しないでください。生地が燃え、火災の原因となります。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●本製品は可動部が多くあります。組立て・収納作業の際にはゆっくり確実に行い、指な
どを挟まぬよう十分にご注意ください。
●地盤のしっかりとした平坦な場所を選んでご使用ください。傾斜地や凸凹のある場所で
ご使用すると、破損や転倒につながる恐れがあります。

また、テント内でご使用する場合は、テントのボトムの下に石などの硬いものが無いことを
確認してください。テントボトムの破損につながる恐れがあります。
●本製品は構造上、脚が稼働し地面と擦れる場合があります。テントのボトムや床などを
傷つける恐れがありますので、テント内や室内でご使用する場合は別売りの「床面保護
カバー（BD-030C）」をご使用してください。
●ご使用によりシート素材に伸びが発生し、シート高が低くなる場合があります。
●本製品に急激な衝撃がかかるような座り方・乗り方、あるいは本製品を激しくゆするなど
しないでください。破損や変形につながる恐れがあります。

●移動時・運搬時に強い衝撃を与えると破損や変形につながる恐れがあります。
●夏場など、直射日光の当たる場所では、露出した金属部品が熱くなります。低温火傷に
つながる恐れがありますので、ご使用の際は十分ご注意ください。
●以下の様な使用方法または行為を行わないでください。
①スライドフレームが図のような収納状態のまま座るなど、
物を置かないでください。シートの一部だけに荷重がか
かり破損につながる恐れがあります。ご使用の際は必ず
スライドフレームを引き出し、シート全体を広げた状態で
ご使用ください。
②スライドフレームを勢いよく引き出すなど、強い力で押し込まないでください。スライドフ
レームのストッパーが破損し、抜けなくなる恐れがあります。

●ご使用後は製品に付着した汚れや水分を取り除き、十分に乾燥させてから保管してください。汚れを取り除く際は中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽く拭き取ってください。
また、拭き取った後は十分乾燥させてください。

設営・収納方法　周りに人や物がないか必ず確認の上行ってください。収納は設営の逆の手順で行ってください。

①交差した脚が上になるように置きます。次に左右の脚を同時に持ち上
げるように開きます。脚は「逆ハの字」になるように止まるまで大きく開
きます。

②交差した脚が開くように、本体
フレームを開き、正立させます。

③内側に折りたたまれたシート両側を開き、本体フレーム内部に収納さ
れたスライドフレームを伸ばしながら、シートのスリーブに通します。シー
トがややたるんだ状態で行うとスムーズに通すことができます。スライド
フレームは止まるまでいっぱいに伸ばしてください。

●乳幼児や小さなお子様がご使用する場合、露出している金属部品に顔や体の一部が接触することがあります。金属部品が肌に触れぬように保護してください。
●本製品使用中は、必ず大人の管理の下で注意しながらご使用ください。転倒や落下などの思わぬ事故につながる恐れがあります。
●本製品は構造上、本体端部に脚がありません。端部に座り体重をかけると反対側が持ち上がり、転倒する場合がございます。本製品に腰を掛ける際には、本体中央に座り、端部に偏っ
た荷重をかけないようにご注意ください。
●本製品の上で立ち上がったり、浅く腰掛けたり、座面から体を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。転倒し、怪我につながる恐れがあります。

取扱説明書（本書）本体 収納ケース

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または
各製品に記載された連絡先にご相談ください。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
切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、以下の場合は修理できない場合
もありますので予めご了承ください。 1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2.改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3.取扱説明
書で禁止されている取扱いによる故障 / 4.不測の事故による商品の故障 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6.ゴミやさびに
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.摩擦による
パーツの変化及びそれによる故障 10.他社製品との組み合わせによる故障

品質保証について

●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。 ●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
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

スノーピークユーザーサービス

（9：00～17：00）

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。

0120-010-660
Email:userservice@snowpeak.co.jp



Specifications

Snow Peak High Tension Cot
BD-030R

Instruction Manual : Ver 1.00

Contents Included (Name of Parts) 
● Stowed: 1,250(49.2”) x165 (6.5”) x145 (5.7”) mm
Size: 2,000 (78.7”) x650 (25.6”) x320(12.6”) (h)mm 
● Material / Main Unit Pole: Aluminum, Side Pole: Stainless 
Steel, Seat: Polyester 600D / PVC Processed   
● Weight: 6.8kg (15.0lbs) 

MADE IN TAIWAN

Safety Precautions: Read the following instructions thoroughly to ensure safe and proper usage.

How to Set Up and Disassemble / Please make sure that there are no people or objects nearby. Use the reverse procedure for disassembly.

Snow Peak guarantees the quality of all its products. Please contact your local Snow Peak dealer if you have any problems with this product. Snow Peak will replace or 
repair if the product is shown to have manufacture defects. In other instances, Snow Peak may repair at an appropriate fee. Please note, the warranty does not apply 
under the following conditions:  1. Natural product deterioration over time.  / 2. Damage caused by alterations or careless handling. / 3. Damage caused by improper 
handling prohibited in the instruction manual. / 4. Product failure due to user accidents. / 5. Any damage except due to manufacturing defects. / 6. Damage caused by dirt 
and rust. / 7. Damage caused by disassembly. / 8. Deformation and damage caused by dropping or other similar incidents. / 9. Product failure due to wear and tear caused 
by the user. / 10. Damage caused by use with other unrelated products.

Warranty

Thank you for purchasing a Snow Peak product. This product is a one-person cot with foldable legs for easy storage. Please read this instruction manual before using it 
and keep it for future reference. Please confirm all components and set up instructions before using. If you are not clear on any point, contact your local Snow Peak dealer 
before use.

DANGER / Incorrect handling may result in death or serious injury to the user.

WARNING / Misuse could result in serious injury or death to the user.

CAUTION / Indicates actions that may lead to injury, damage to the product, or damage to other items.

●The exposed metal parts on this product may be hazardous to children. Please use caution to ensure they do not hit their head or body on the metal parts.  
●Ensure this product is used under adult supervision to avoid unexpected accidents, such as falls.
●Due to the structure of this product, there are no legs at the end of the body. If you sit on the edge, the opposite side will rise, and you may fall over. When you sit on 
this product, please sit in the center and not the edges.

●Please do not stand, lean to one side, or sit lightly on this product.  Improper use may cause you to fall or injure yourself. 

●Do not use this product near a heat source such as a lantern, burner, or open flames such as bonfires. The seat cloth may catch fire and cause burns if the product 
is used near a heat source or open flames.

●For repairs, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service. 
●When you request a repair, please make sure that the product is dry and clean. ●Please attach a memo or 
some kind of tag indicating the needed repair and detail when and how the damage occurred. ●Shipping cost 
and repair fee for the repair will be determined as follows.
1. Within warranty: Return shipping cost and repair fee will be covered by Snow Peak / 2. Outside warranty: 
Return shipping cost and repair fee will be covered by the user.

Repair

Maintenance
●To remove stains or moisture on the seat cloth, wipe with a cloth soaked in detergent before storing. Dry in a well-ventilated area. 

Instruction Manual
(This Manual)Main Unit Carrying Case

●When setting up and disassembling, be careful with the folding legs to avoid 
pinching your hand or fingers. Open and close the legs slowly.

●Place the product on stable ground and not on sloped or uneven ground. A 
rough surface may increase the risk of falls or injury. Also, when using inside the 
tent, please check to ensure there are no hard objects such as stones under the 
tent. Sharp objects may lead to damage to the bottom of the tent.

●Due to the structure of this product, the legs may rub against the ground. The 
rubbing may damage the floor of the tent. When using this product in a tent or a 
room, use the  "Leg Cover for High Tension Cot" (BD-030C) for floor protection. 
Please note this product is sold separately. 

●The seat material may stretch, and the seat height may decrease.
●Avoid shaking or bouncing while sitting or lying on this product to prevent 
damage. 

●When transporting this product, strong jolts may lead to damage.
●In addition, the exposed metal parts will get hot when exposed to direct sunlight 
on hot days. There is a risk of low-temperature burns, so please be careful 
during the summer months.

●Please do not use or act as follows.
①Sit with the slide poles in their stored state, as 
shown in the figure. Please do not put anything in 
the product if it's not fully assembled. The load will 
be applied to only a part of the seat, leading to 
damage. Be sure to use it with the slide poles pulled 
out, and the entire seat unfolded.
②Do not push the slide poles forcefully or pull them out vigorously. The slide pole 
stopper may be damaged and cannot be removed.

①Place the product so the crossed legs are on top. Then, lift the 
left and right legs apart at the same time. Open the legs wide until 
they stop.

②Open the main body pole so 
that the crossed legs open 
and stand upright.

③Open both sides of the folded seat, extend the slide poles 
stored in the main body pole and pass them through the sleeve 
of the seat. If the seat is slightly slack, it's easier to assemble. 
Please insert the slide poles until they stop.

Legs

Slide Pole Sleeve

Finished Product

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
www.snowpeak.com  Email. info@snowpeak.com


