FIELD GUIDE

※展示内容とレイアウトは変更する場合があります

赤レンガ庁舎前庭エリア
1

北門

南門

北海道旧本庁舎
（赤レンガ庁舎）

体験 同乗体験
（無料）
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家族の安全を考えたら、スバルの新技術、アイ
サイト！ 進化したアイサイトをぜひ体感してく
ださい


1
SUBARU
アウトドア安全走行同乗体験コース
（北海道スバル）

9

SUBARUアウトドア安全走行
同乗体験
（北海道スバル）

JAC指導員相談コーナー

NPO学火舎
手作りカードワークショップ

ハイジ牧場

道立オホーツク公園てんとらんど

スノーピーク 十勝ポロシリキャンプフィールド

秀岳荘アクティビティ

NACボルダリングウォール
日本オートキャンプ協会
（JAC）運営本部
＆北海道キャンプ場パンフレット

2 JAC指導員相談コーナー
日本オートキャンプ協会の指導員がお出迎え。
キャンプ談義に花を咲かせちゃおう。北海道で
のオートキャンプの極意はもちろん、道内のとっ
ておきキャンプ場やアクティビティをこっそり教
えてくれるかも！

3 遊火人～あそびと～募集！
（NPO学火舎）
やっぱり焚き火って楽しい。焚き火で BBQ を楽
しめる
「焚火缶」を知ったら、
もう炭火には戻れ
ないかも
体験 焚き火缶実演



4 手作りカードワークショップ
女子キャンプでおなじみ、
イラストレーター・こ
いしゆうかさんのワークショップ。今日のできご
とやキャンプの思い出をインスピレーションの
ままカードにぶつけてとっておきのカードを作り
ましょう♡
体験 手作りカード作り

東門



5 ハイジ牧場
ペットとキャンプができて、牧場の動物たちとも
ふれあえる動物好きには夢のようなシチュエー
ション！ その世界観をちょっぴり体験できます。

体験 動物ふれあい体験、
ウサギへのえさやり体験
（以
上無料、子ども優先）
、森の工作（500円、子ども優先。
スプーン・フォーク作り、
フォトフレーム作り）

もちもちポテト

秀岳荘

OTSレンタカー

11

ステージテント

12

北海道デジタル出版推進協会

13

ログキャンドルカフェ
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11 ステージテント
スケジュールは
チャリティーオークション 裏面を CHECK!
やライブ会場はこちら♪

12 北海道デジタル出版推進協会
札幌市内の出版社が集結。ローカルだからこそ
の情報がたっぷりつまった書籍、雑誌が並びま
す♡
販売 ネイチャー、
アウトドア、
旅関連の雑誌・書籍など

14
JAF札幌
（日本自動車連盟）

ビルディング

15

MINELAB金属探知機

16

CASIO

26
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SOTO
（新富士バーナー）

27

18
キャンパルジャパン

LOGOS

28

NACラフティング体験
プール

19

シンボル車両

20
▲

インフォメーション

の恵みで遊ぶ～
（北海道観光振興機構）

北海道で感激体験ができるところは？ そんな
楽しい疑問に答えてくれます。PR キャラ
「キュン
ちゃん」
がお出迎えしてくれるかも !?

体験 ジェルキャンドル、
ロープワーク体験など
（無料）
プレゼント アンケート抽選会


15 MINELAB金属探知機
オーストラリア製の金属探知機「MINELAB」で
トレジャーハンティング！ アウトドアの新しい
楽しみ方になりそう。
体験 トレジャーハンティング（無料。両日10：00 ～
12：00、14：00～16：00）
プレゼント 抽選会
（18歳以上、1家族1名）

16 CASIO
GPS を搭載した話題のスマートアウトドアウオッ
チ
「PROTRECK Smart」
を体験するチャンス
体験 PROTRECK Smart とデジカメとの連動体験な
ど


17 LOGOS
話題の「グランベーシック」シリーズが目印。エ
レガントなテントとラグジュアリーなファニチャー
のコラボレーションは必見です

18 NACラフティング体験
特設プールにボートを浮かべてラフティング体
験！ すぐにでも激流下りに出かけたくなっちゃ
うほどエキサイティング★
体験 ラフティング体験
（無料）

札幌駅

▲

大通り公園

駅前通
▼

トイレは地下歩行空間へ降り︑
﹁北３条交差点広場︵西︶﹂向かい︑
地下１番出入口横通路奥︒

テントファクトリー

旅して体験 !!ほっかいどう
〜北の大地の恵みで遊ぶ〜
（北海道観光振興機構）
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13 ログキャンドルカフェ
グランピングのパイオニア、
ログキャンドルが北
海道上陸！ メキシコ産のラグやガス缶をドレ
スアップするカバーなど、
レアなグランピングア
イテムを手にとって確かめて！

14 旅して体験!!ほっかいどう ～北の大地

日本生命札幌ビル

札幌三井

ユニフレーム

24

野外遊具広場「ぼうけんの森」や、
この春グラン
ドオープンした屋内遊戯室「ころころひろば」
を
備え、
ますますパワーアップ。キャンプ場割引券
や無料宿泊券もスタンバイ♪

販売 スタッフ手作りのオリジナルグッズ
（軍手・トート
バック・ミニチュアテントなど）体験 スモア体験（無料、
親子限定。数量限定。両日11:00～11:15、15:00～
15:15）



7 スノーピーク
十勝ポロシリキャンプフィールド

今年からスノーピークが管理している帯広市の
キャンプ場ってどんなところ？ スノーピークの
テントやファニチャーが目印です

8 秀岳荘アクティビティ
キャンプ場に到着したら、サッと取り出して自転
車ポタリング。そんなごきげんな時間をすごせ
るイギリス生まれの折りたたみ自転車にレッツ・
トライ★
体験 ブロンプトン試乗
（18歳以上限定。年齢がわか
る身分証明書が必要）



9 NACボルダリングウォール
話題沸騰のボルダリング体験。ニセコアドベン
チャーランドのインストラクターがついているか
ら、
初心者でもその楽しさを体験できます
体験 ボルダリング体験
（無料）


10 日本オートキャンプ協会

（JAC）運営本部

アウトドアデイの運営本部。北海道内のキャン
プ場パンフレットも配布中。迷子や落とし物、
ケ
ガの連絡はこちらへ。

北 3 条広場エリア
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6 道立オホーツク公園
オートキャンプ場 てんとらんど


19 プール

20 インフォメーション

21 もちもちポテト
おなかがすいたらもちもち食感がたまらない揚
げたてポテトを♡

22 秀岳荘
北海道を代表するアウトドア専門店がそろえた
優秀アイテムを展示販売。アパレルやドライフー
ズなどもズラリ！
販売 アウトドア商品


23 OTSレンタカー
北海道、沖縄、岡山、香川、愛媛に営業所を持つ
OTS レンタカー。どれも2年以内の新車だから
気持ちよく運転できます。しかも、事故防止機能
付きの車両を積極的に採用しているので、最新
技術を体験するチャンスでもあるんです。道内
の旅はもちろん、沖縄や四国での足となって助
けてくれますよ。

24 JAF札幌
（日本自動車連盟）
広大な北海道を走るなら、当然 JAF 会員になる
でしょう！ 石狩市のコラボ企画「石狩浜の砂像
体験」
も楽しみ♡ 2日間にわたって JAF のロ
ゴを砂で作り上げる様子を観察して。
体験 夏のいしかり浜サンドパーク体験
（JAF 非会員
300円。できあがった砂像の写真をプレゼント♪）

25 ユニフレーム
ペグからグリル、
タープなどユニフレーム製品
を多数展示。広報部長をつとめるダッチ三兄弟
も新製品をピーアールするために会場へやって
くるかも !?

26 テントファクトリー
かわいくて実用的なキャンプアイテムがスタン
バイ。オンライン販売がメインなので、手にとっ
て確かめるチャンスです。
販売 キャンプ道具


27 SOTO
（新富士バーナー）
メイドイン TOYOKAWA のランタンやバーナー、
スモーク製品など、SOTO の新製品が集結。気
に入ったらその場で手に入れましょう。
販売 バーナー、
ランタン、
スモーク製品など


28 キャンパルジャパン
T/C 製のピルツなど、2017年の新作テントがズ
ラリ並びます。大きさ、
質感を確かめるチャンス！
建て方のコツなど質問だって OK

