
現場作業用テント大特集
道路・電気・ガス・水道などの工事現場に！イベント・集会にも！

現場作業用テント
カンタン設営

袋から出すと

たたんで

折って

内側にたたみ込むだけ

テントが広がる！

あとは…

サイドをくるっと…

1人でも簡単収納！
コンパクトで
持ち運びにも便利！

夜間や
悪天候時でも360°安全！
夜間や
悪天候時でも360°安全！

30秒！
大特集

【ESCOオリジナル】ポップアップワークテント【ESCOオリジナル】ポップアップワークテント
EA915DC-52EA915DC-52

税込価格(10%)税込価格(10%) 円円22,44022,440
円円20,40020,400青 EA915DC-51EA915DC-51

税込価格(10%)税込価格(10%) 円円25,85025,850
円円23,50023,500

品番
価格

品番
価格

<共通仕様>
● サイズ…使用時：1830（W）×1830（D）×2130（H）mm
              収納時：Φ1000（W）×100（D）mm
● 材質…テント：ポリエステル（撥水加工）、ワイヤー：スチール+PVC　● 重量…6.7kg　
● ダクト穴径…Φ280mm　● 窓3ヶ所　● ハトメ穴付　● オープン底　● 360°反射線入り　
● 出入口幕・収納袋付

<共通仕様>
● サイズ…使用時：1830（W）×1830（D）×2130（H）mm
              収納時：Φ1000（W）×100（D）mm
● 材質…テント：ポリエステル（撥水加工）、ワイヤー：スチール+PVC　● 重量…6.7kg　
● ダクト穴径…Φ280mm　● 窓3ヶ所　● ハトメ穴付　● オープン底　● 360°反射線入り　
● 出入口幕・収納袋付

黄
トラ

● サイズ…使用時：3005（W）×3005（D）×2660（H）mm
　　　　  収納時：190（W）×200（D）×1300（H）mm
● 材質…テント：ポリエステル（150デニール）
　　　  フレーム：スチール　
● 支柱幅…25×25（内部伸縮部：20×20）mm　
● 重量…16kg　● 付属品…杭、キャスター付バッグ　
● 脚等の固定組立はプッシュボタン式

ワイド設計タイプ
日影部分と上部のスペースが大きく
ゆとりのあるテントです

軽量
タイプ

・プッシュボタン式
四脚テント

［3.0×3.0m］

［3.75×2.5m］ ［2.4×2.4m］

四脚テント

ドーム型テント

収納バッグ
収納バッグ

EA915-21

税込価格(10%) 36,300
円

円
33,000

カラー
ブルー

カラー
ホワイト

● サイズ…使用時：3750（W）×2500（D）×2690（H）mm
　　　　  収納時：210（W）×210（D）×1440（H）mm
● 材質…テント：ポリエステル（150デニール
　　　　　　　  シルバーコーティング 1000mm 防水）
           フレーム：スチール　
● 重量…16.5kg　
● 支柱幅…30×30（内部伸縮部：25×25）mm　
● 付属品…ペグ、ペグ袋、ガイドロープ、キャスターバッグ

四脚テント
EA915-102

税込価格(10%) 38,500円 円35,000
品番
価格

サイドシート (1枚 )
EA915-111

税込価格(10%) 5,775円 円5,250大

<サイドシート共通仕様>　
● 材質…ポリエステル（150デニール・シルバーコーティング 1000mm 防水）　
● 付属品…ペグ、バッグ

サイドシートのみ
イス・テーブル等小物類は付属しません

EA915-112
税込価格(10%) 4,180円 円3,800小

品番
価格

品番

3750×
1920（H）mm

2500×
1880（H）mm 価格

● サイズ…
  使用時：1100（W）×1100（D）×1900（H）mm
  収納時：Φ590（W）×45（D）mm
● 材質…ナイロン　● 重量…2.26kg　
● 収納バッグ付　
● 天井付、サイドにカーテン付通気窓あり

【ESCOオリジナル】
[カモフラージュ]テント

EA915DC-22

税込価格(10%) 12,100
円

円

11,000
品番
価格

● サイズ…使用時：2000（W）×2000（D）×1300（H）mm
　 　　　　収納時：Φ140（W）×660（D）mm
● 材質…テント：ポリエステル（PU加工・防水）　
　 　　　グランドシート：ポリエステルクロス
　 　　　ポール：グラスファイバー
● 重量…2.5kg　● 支柱幅…Φ7mm
● ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用
● 付属品…ペグ、ペグ袋、ポール袋、収納バッグ　● 3人用

[ネイビー]テント
EA915-122

税込価格(10%) 12,100円 円11,000
品番
価格

● サイズ…使用時：2400（W）×2400（D）×2170（H）mm
　　　　　収納時：180（W）×180（D）×740（H）mm
● 材質…テント：ポリエステル150D（シルバーコーティング・防水・UV加工）
　　　　メッシュ：ポリエステル、フレーム：鉄 (粉体塗装 )
● 重量…8.2kg　
● 支柱幅…上段：約 25×25mm、中段：約 20×20mm、下段：約 16×16mm
● 付属品…ペグ×8本、ガイドロープ×4本、ペグ用収納袋×1枚、収納バッグ×1枚
● 軽量コンパクトタイプ
★フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。

● サイズ…使用時：2400（W）×2400（D）×2170（H）mm
　　　　　収納時：180（W）×180（D）×740（H）mm
● 材質…テント：ポリエステル150D（シルバーコーティング・防水・UV加工）
　　　　メッシュ：ポリエステル、フレーム：鉄 (粉体塗装 )
● 重量…8.2kg　
● 支柱幅…上段：約 25×25mm、中段：約 20×20mm、下段：約 16×16mm
● 付属品…ペグ×8本、ガイドロープ×4本、ペグ用収納袋×1枚、収納バッグ×1枚
● 軽量コンパクトタイプ
★フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。

四脚テント
EA915-103

税込価格(10%) 23,650円 円21,500
品番
価格

● サイズ…使用時：3005（W）×3005（D）×3190（H）mm
　　　　  収納時：185（W）×190（D）×1315（H）mm
● 材質…テント：ポリエステル（150デニール）
　　　  フレーム：スチール　
● 支柱幅…26×26（内部伸縮部：21×21）mm　
● 重量…12kg　● 付属品…杭、キャスター付バッグ　
● 脚等の固定組立は引き抜きピン式

・引き抜きピン式
EA915-22

税込価格(10%) 41,800
円

円
38,000

品番
価格

品番
価格

キャスター付バッグ

キャスター付
バッグ

キャリー
バッグ

21

21

22 22

OPEN！ OPEN！

CLOSECLOSE

カーテン付通気窓カーテン付通気窓

プッシュボタン式プッシュボタン式

人物シルエット

POINT!

商品画像のテントに対し
身長約170cmの人物が
立った場合のモデルスケ
ール（目安）です

170
cm

テント
高さ

引き抜きピン式引き抜きピン式

CLOSE

出入口幕はフック取付

メッシュ窓 ダクト穴 ハトメ穴

360°反射線入り

カタチを
　整えるだけ！

詳しくは
動画
ご覧ください！

を
check!

フレームにスプリングワイヤー使用
収納袋から取り出すだけで… と立ち上がります！「ポンッ！」

<サイドシート使用イメージ>

詳しくは
動画
ご覧ください！

を
check!

#SP23-342※表示価格の有効期限は2023年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町 4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com



【ESCOオリジナル】  ＯＤ色折りたたみ式 四脚テント

● サイズ…250×250×40（H）mm
● 材質…スチール　● 重量…5kg(1 個 )

テント用
ウエイトスチール
（2個）

EA915-131
税込価格(10%) 12,650円 円11,550

品番
価格

● サイズ…φ8×250mm　● 材質…ペグ：スチール、ロープ：ポリプロピレン　
● 付属品…PPロープ（3m）×4本、収納袋

[スチール製]
ロープ付テント用ペグ
（4セット）

EA915DL-30
税込価格(10%) 2,420円 円2,200

品番
価格

● サイズ…φ7.8×230mm　● 材質…アルミニウム
● 硬い地面用　● テント・タープの固定に

[アルミ製]
ペグ（4本）

EA915DL-23A
税込価格(10%) 1,782円 円1,620

品番
価格

● サイズ…φ8×250mm　● 材質…スチール
● 硬い地面用

[スチール製]
ネイルペグ（4本）

EA915DL-25
税込価格(10%) 1,375円 円1,250

品番
価格

● 使用可能ロープ径…3～ 5ｍｍ　
● 材質…アルミ　● 摩擦が少なく頑丈
● ロープの長さを簡単に調節できます

ロープ用
スライド金具（10個）

EA628ZL-10
税込価格(10%) 880円 円800

品番
価格

● 強力ゴム使用でロープのゆるみ防止に

フック付
バンジーコード（10個）

EA628WH-40A
税込価格(10%) 1,342円 円1,220

品番
価格

● 材質…ナイロン　● 高い視認性　● タープ等の張りに最適

テント用
ナイロンテープ

EA628LA-5
税込価格(10%) 1,980円 円1,800

カラー：緑
Φ5mm×22m

品番
価格

EA628LA-4A
税込価格(10%) 2,376円 円2,160

カラー：橙
Φ4mm×30m

品番
価格

● サイズ…φ8×410mm　● 材質…スチール　● 柔らかい地面用
● ペグの途中についているリングにロープを結びつけて下さい

ねじ込み式
ペグ（1本）

EA915DL-40
税込価格(10%) 880円 円800

品番
価格

● サイズ…260（W）×540（H）ｍｍ
● この袋の中に土（最大 11.4kg）を入れ、テントの脚元に
  取り付けるとテントを固定できます。
● マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付ける
  ことができます。
● 強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。

テント用
ウエイトバッグ
（4個）

EA915-29

税込価格(10%) 10,010
円

円

9,100
品番
価格

● 満水時重量…10kg（5kg×2個組）
● サイズ …300(W)×180(D)×140(H)mm
● 材質…タンク：塩化ビニル樹脂、バッグ：ポリエステル　
● 脚部に取り付けられるマジックテープ仕様
● ペグが使えない場所での設営に便利

ウォーター
ウェイト(2個）

EA915-126
税込価格(10%) 4,708円 円4,280

品番
価格

● サイズ …400（W）×180（D）×110（H）mm
● 材質…ポリエステル（PVCコーティング）　
● ペグ、ハンマー、ロープの保管・運搬用ケース

ペグ
ハンマー
キャリーバッグ

EA915DL-21
税込価格(10%) 1,782円 円1,620

品番
価格

● 全長…290mm　● 頭径…30/26mm　● 全重量…500g
● 材質…本体：スチール、ヘッド部：スチール/ラバー
　　　  グリップ：PVCストラップ：ポリエステル
● ヘッドをスチールとラバーに交換可能　● ペグ抜き付

ペグハンマー
EA915DL-50A

税込価格(10%) 3,300円 円3,000
品番
価格

● 全長…104mm　● 材質…ナイロン
● 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に
  掴みます

強力型
シートクリップ（4個）

EA916Y-21
税込価格(10%) 1,848円 円1,680

品番
価格

● 全長…83mm　● 材質…プラスチック
● シートを引き裂いたり損傷したりすることなく、
  しっかりとホールドします

強力型
シートクリップ（1個）

EA916Y-3A
税込価格(10%) 429円 円390

品番
価格● 全長…232ｍｍ（コードサイズ：φ6×150ｍｍ）

● 材質…ナイロン
● 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを
  強力に掴みます

バンジーコード付
強力型シートクリップ（1個）

EA916Y-26
税込価格(10%) 776円 円705

品番
価格

テント関連商品

● 材質…フレーム：スチール
　　　　テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
● サイズ…使用時：2000（W）×2000(D)×3000（H）mm、
　　　      収納時：280（W）×280（D）×1500（H）mm
● 支柱幅…30×30（内部伸縮：26×26）mm　● 重量…15.8kg　● 収納バッグ付

税込価格 (10%)19,690円 円17,900
EA915-17A品番

価格

【ESCOオリジナル】
［2.0×2.0m］四脚テント

税込価格 (10%)17,160円 円15,600
EA915-16品番

価格
● 1 面サイズ…2030×2200mm　● 1 面のみ入口ファスナー付

[2.0×2.0m] 四脚テント用サイドシート（4面）

税込価格 (10%)11,550円 円10,500
EA915-15品番

価格

[2.0×2.0m] 四脚テント用替天幕

税込価格 (10%)3,003円 円2,730
EA915-14品番

価格

[3000（H）mｍ]四脚テント用替脚フレーム（1本）

● サイズ…使用時：4500（W）×3000（D）×3400（H）mm、収納時：340（W）×260（D）×1630（H）mm
● 材質…フレーム：スチール、テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30（内部伸縮：26×26）mm　● 重量…約 23kg　● 収納バッグ付

【ESCOオリジナル】
［3.0×4.5m］四脚テント

税込価格 (10%) 39,270 円

別売アクセサリー

● 材質…フレーム：スチール
　　　　テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工

税込価格 (10%)21,780円 円19,800
EA915-18A品番

価格 円35,700
EA915-61品番

価格

● サイズ…使用時：3000（W）×3000（D）×3000（H）mm、
              収納時：320（W）×320（D）×1500（H）mm
● 支柱幅…30×30（内部伸縮：26×26）mm　● 重量…約 18kg　● 収納バッグ付

【ESCOオリジナル】
［3.0×3.0m］四脚テント

税込価格 (10%)20,130円 円18,300
EA915-19品番

価格
● 1 面サイズ…3030×2200mm　● 1 面のみ入口ファスナー付

[3.0×3.0m] 四脚テント用サイドシート（4面）

税込価格 (10%)12,320円 円11,200
EA915-36品番

価格

[3.0×3.0m] 四脚テント用替天幕

税込価格 (10%)3,003円 円2,730
EA915-14品番

価格

[3000（H）mｍ]四脚テント用替脚フレーム（1本）

※表示の人数は目安になります

4～5人向け
［2.0×2.0m］

9人向け
［3.0×3.0m］

15人向け
［3.0×4.5m］

【ESCOオリジナル】折りたたみ式 四脚テント

EA915-18A使用イメージ

EA915-17A使用イメージ

テントの固定に便利な
補助ロープ通しのリング付

設置も撤収もスピーディー
カンタン組立！

オールスチールフレーム採用
耐久性抜群！

持ち運びにも便利な収納バッグ付
保管時省スペース！

420 デニール
ポリエステル製

防水・汚れ・
キズに強い！

マジックテープ式で
取付カンタン

別売
サイドシート！

ポイント

!

【ESCOオリジナル】
ワンタッチポップアップテント

詳しくは
動画
ご覧ください！

を
check!

● サイズ…使用時：2000（W）×2000（D）×1800（H）mm、収納時：800（W）×800（D）×100（H）mm
● 材質…本体生地：210Tポリエステル、フレーム：PVCパイプ付きスチール
● 重量…約 5kg　● 収納バッグ付
★天井が無いため、換気や採光を取り入れ閉塞感を緩和します。避難所（体育館など）での使用に。

税込価格 (10%) 16,170 円円14,700
EA915-152品番

価格

ワンタッチ 囲みテント

★避難所（体育館など）での
   使用イメージです。

一人でカンタン収納

［2.0×2.0m］

持ち運びに便利な
収納バッグ付き

チャック開閉式の扉付き
（外・中、両方開閉できます）

便利なヒモ付き

折りたたんでコンパクト

パーソナルスペースの確保
簡易脱衣所としての使用や
足を崩して座る広さを確保


