






【注意】
MONOLITH テントは、おもちゃでありません。正しく使用しないと、重傷を負う危険性があります。

このテントを使用するにあたって、この取扱説明書を
よく読んで理解する必要があります。

本製品に付属している、ストラップやカーボンバーを目視で確認し、
カムバックル、および各パーツを使用の前に頑丈さをテストします。

使用する前に、アンカーポイントとして選択する樹木の健康状態を
必ず確認してください。

【使用規約】

MONOLITHテントは、この取扱説明書に記載されているとおりに組み立てる必要があります。
テントの中や上にジャンプしないでください。
テントをトランポリンや揺らしたらして使用しないでください。この用途で使用することを意図した製品ではありません。
崖、断崖、急な斜面で使用しないでください。
この取扱説明書の用途以外の目的でこの製品を使用しないでください。
最大荷重と高さを超えないでください。
この製品に付属しているものを除いて、他の電圧コンポーネントを使用しないでください。
テントのすべての部品とすべての部品に対して、目視および手で触ってチェックを行う必要があります。
各使用前のアンカーポイント。破損した部品が見つかった場合は交換してください。
火や鋭利なものから遠ざけてください。
アルコール、または違法な物質は使用しないでください。
お子様が使用する場合は、大人の目の届く場所で使用する必要があります。
構造的な弱さの兆候を示す木や枝に縛らないでください。
テントが占有されているときは、張力を調整しないでください。
雷雨や強風時には使用しないでください。不安定な地面の領域では使用しないでください。
MONOLITHテントはすべての動物を保護するわけではありません。
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DIMENSION_



+ AIR FRAME : High-strength polyester (HT), TPU

+ AIR VALVES : Airlock 1 /  Airlock 2

+ FLY /  GROUND SHEET : 2 layer, Nylon 30D, 10.000mm DWR, PU coated 5000g/m2/ 24h

+ BED SHEET : 100% Nylon 420D water-repellent

+ INNER TENT : 100% Polyester mesh

+ ZIPPER : #5 Waterproof ODIN© zippers

+ PACK SIZE : 40 x 22 x 22 cm (16 x 9 x 9 inches)

+ WEIGHT : 2.9 kg (6.39 lbs)

+ INCLUDED : Pegs, Repair kit , Guy lines, Pack sack
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DIMENSIONS_

【製品の仕様について】
テント内部：1名仕様

+エアフレーム：高強度ポリエステル（HT）、TPU
+エアバルブ：エアロック1/エアロック2
+フライ/グラウンドシート：2層、30Dナイロン、10,000mm DWR,
PUコーティング5000g/m2 / 24h
+ベッドシーツ：100％撥水420Dナイロン
+インナーテント：100％ポリエステルメッシュ
+ジッパー：＃5防水ODINジッパー
+パックサイズ：40 x 22 x 22 cm（16 x 9 x 9インチ）
+重量：2.9 kg（6.39ポンド）
+付属品：ペグ、修理キット、ガイロープ、パックサック
＊ポンプはまだ含まれていません。



PARALL CARBN (パラレル カーボン)

+パラレル カーボン：アルミニウム+カーボンファイバー
+重量：780 g / 1.7 lbs
+最大荷重：100 kg / 220 lbs

NFINITE ストラップ

+カラビナ：アルミニウム
+カムバックル：アルミニウム
+ストラップ：セキュリティストラップ25mm
+重量：0.97 kg / 2.1 lbs



01
[エア フレーム]を膨らませる

ポンプに適したバルブを選択してくださ
い 。
[エア フレーム]を少し膨らませて直立させ
ます。

02
[インナーテント]を組み立てる

[インナーテント]をインフレータブル構造の下に置きます。
各Zバックル（x8）とTバー（x6）を関連するDリング（x8）

にクリップします。

03
[フライシート]を取り付ける

インフレータブルアーチの上に[フライシート]を置きます 。
まず、各内側の角のTバー（x4）をDリング（x4）に取り付け、
次にZバックル（x8）をクリップします。



04
[PARALL]を挿入します 。

クリップ（x4）のロックを解除して[PARALL]を展開し、
それらを両端の穴にはめ込みます。

次に、対応する長さに応じて、ベッドの端にあるテントの
裾に[PARALL]を挿入します。

05
[MONOLITH]を掛ける

ひばり結びのストラップ（x2）をアッパー
に取り付けます アタッチメントポイント。

[MONOLITH]シェルターを取り付けポイン
トの中央に配置し、各ストラップを
Cambuckles（x4）に通し、次に[PARALL]
の各エンドキャップにカラビナ（x4）を通
します。

⚠️テントは、一番上の吊り下げポイントだ
けで使用しないでください。

[MONOLITH]の傾きをカムバックル（x4）で調整し
て、ベッドシーツが完全に平らで水平になるように
します。

上部ハンギングポイントの
最適な高さ：200 CM

吊り下げポイントから
の最適距離：5M

理想的なベッド
の高さ：100CM



06
[MONOLITH]を固定する

ストラップストラップ（x2）を
ひばり結びで下のチューニングポイントに結びます。

下部ストラップのカムバックル（x4）を使用して、
ベッドシーツの張りと平坦度を調整します。

キャンプの準備ができました。
[MONOLITH]を使用する前にセッティングを注意深くチェックして、
楽しんでください。



00 
[MONOLITH]シェルターを収納する

テントが地面に着くまでカムバックル（x8）を押して、テンションを解除します。

[PARALL]からカラビナ（x4）を取り外し、ベッドの裾から取り外し、クリップを押して折ります。

⚠️テントを折りたたむ前に、両方のバルブを開いてください。

収納する場合は、このマニュアルをみてください。
再度、テントを組み立てる為に、各パーツを再度分割する必要はありません。

パーツを整理して最適化できます。



ワイヤーについて
強風の場合は、地面にテントを張り、ワイヤーを使ってテントを
固定します。



両側のバルブを開く 空気を押し出しながら、
両端を折ります。

真ん中で折ります。

ロールアップしてバッグ
に入れます。

閉じてください！

FOLDING

open both 

valves

Fold the ext remit ies 
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Folding advice

テントのたたみ方



【製品概要】

• メンテナンス

使用する前に、MONOLITHのすべてのコンポーネントの構造的損傷を視覚的およびタッチして確認し、
使用後、テントは完全に乾かしてから保管してください。 MONOLITHは、安全で乾燥した環境で保管する必要があります。

・保証について
購入後、1年間は製造上の欠陥が発生した場合、製品は修理または交換のために返品する事ができます。
【日本国内にてご購入のサポートにつきましては、support@modernity.jp (モダニティ株式会社) にお問い合わせください。】

・悪天候の場合
MONOLITHテントは、荒天時や雷雨、大雨、強風などの危険な状況での使用を目的としたものではありません。
このような状況では、MONOLITHテントを使用したり、滞在したりしないでください。 MONOLITHテントを嵐の状態に
さらしたままにしないでください。テントを降ろして保管してください。 MONOLITHの吊りテントを屋外に置いたまま、
悪天候のときに建てると、破壊や損傷の可能性があります（保証は適用されません）。
MONOLITHテントがこのような状況にさらされた場合、さらに使用する前に、サスペンション機能を完全に検査する必要がありま
す。

＊保管する前に、MONOLITHテントが完全に乾いていることを確認してください。

このポリシーは、環境条件、悪天候、または終末論的な出来事によって引き起こされた損害には適用されません。

【規約と条件】

MONOLITHテントは、リラックスして寝たりキャンプしたりするために作られています。テントの中や上には絶対に
飛び込まないでください。トランポリンやスイングとして使用しないでください。この製品を意図した目的以外の目的で
使用しないでください。最大荷重と高さを超えないようにしてください。

• 保証

この保証は、Webサイトを含む、パンフレットに指定されている通常の使用目的での製品の機能を対象としています。
この保証は、不適切または不当な使用または不注意なメンテナンス、不適切なサイズまたは不健康な木のユーザーによる
使用、鋭利な物体の使用、テントの近くでの火災、または推奨される最大高さまたは占有率の範囲外での使用に起因する
コンポーネントの故障には適用されません。

この保証は、環境条件または終末論的な出来事によって引き起こされた損害をカバーしません。 このポリシーは、
許可されていない販売者または二次再販業者から購入した製品には無効です。 未承認および/または転売された製品は、
認可された販売者によって販売された元の製品の高品質および信頼性の規則によって保護されていません。

許可されていない販売者から購入した場合、偽造、盗難、または再製造された、新品として詳細に記載された製品を入手する
可能性があります。 保証を請求するには、製品の購入請求書の証明を提示する必要があります。
上記の条件とは別に、製造業者、販売業者、または再販業者は、製品、その品質、価値、または使用について一切の責任と
保証を否認します。

製造業者またはディーラーは、保証契約に違反した場合の特別、間接、または偶発的な損害について責任を負いません。
これには、このすべての情報がユーザーに知られている場合でも過失、またはこのマニュアルのすべてのガイドライン、
指示、およびその他の情報に従わなかったことが含まれます。このような違反は、保証を無効にします。

mailto:support@modernity.jp



