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竜洋海洋公園オートキャンプ場［静岡］
早川町オートキャンプ場［山梨］
長野県 駒ヶ根高原アルプスの丘 家族旅行村［長野］
戸隠キャンプ場［長野］
水上宝台樹・片品ほたか牧場キャンプ場［群馬］
プレゼント 割引券
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PICAリゾート［全国］
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プール
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AREA C

34 平湯キャンプ場［岐阜］
35 ウエストリバーオートキャンプ場［山梨］
（500円、10：00～15：00）
体験 ルアーを使ったストラップ作り
［全国］
36 ACN
（オートキャンプ場ネットワーク）
（300円）
体験 木のストラップ
37 有野実苑オートキャンプ場［千葉］
販売 KOKAZE 体験 クラフト
（600円～）
38 ルーラル吉瀬・フォンテーヌの森［茨城］

2 シマノセールス
スポーツ自転車でおなじみ、シマノが
自転車に欠かせないシューズやヘル
メット、
スポーツカメラを展示
3 ブリヂストンサイクル
ANCHOR や bikke などいろいろな自
転車に試乗しちゃおう

体験 自転車試乗
（無料、自転車にまたがっ
て足が届く人） プレゼント アンケート回答

でオリジナルグッズ

4

BROMPTON

20秒で折りたためるイギリス生まれの
人気サイクル BROMPTON が初登場
体験 折りたたみ自転車試乗
（無料、中学生

以上・身長140cm 以上）

5 CASIO
アウトドアレコーダー FR シリーズや
話題の PRO TREK Smart にたっぷり
触れよう
6 AIGLE
フランス生まれの AIGLE。その世界観
に浸ってみて♡ 体験 ブーツが当たる
スクラッチゲームほか

14 Second Station
スクーバダイビング C カード取得が限
定価格！ 体験 VR 体験ダイビング
プレゼント 抽選で奄美大島往復チケット

15 ビクセン
星も空も野鳥も！ 朝から晩まで地球
をじっくり観察しよう

21

22

23

三菱 24

25

アリアピタ ラム＆パンチ SCREW DRIVER［モヒート］
ブルームーン［クラフトビール］
もちもちポテト323号室［フライドポテト］
ANADOLU☆KEBAB［トルコ料理＆パフォーマンス］
沖縄FOOD ASHIBIUNA［沖縄料理］

Huntington Roll［カリフォルニアフード］
Megʼs Kitchen［神谷亮廣プロデュースのマラサダ］

［アレンジコーヒー、パニーニ］
キマデリ
サンクトガーレン［厚木シロコロホルモン、クラフトビール］
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43

44

公衆トイレ

45
46

JR、東京メトロ渋谷駅

ふれあいホール口
▼

CAMP FIELD
39 榛名湖オートキャンプ場［群馬］

体験 ネイチャークラフト
（ビュンビュンごま、
木のコースターなど。300円～）
販売 手作り作品

40 塩原グリーンビレッジ［栃木］プレゼント 割引券
41 羽鳥湖高原レジーナの森［福島］
体験 焼きマシュマロを目指すミニゲーム
（無料）

42 キャンプ・アンド・キャビンズ那須高原［栃木］
体験 真ちゅうアクセサリー作り
（500円、
小学生以上）販売 オリジナルグッズ
43 猪苗代湖モビレージ［福島］
販売 オリジナル商品、
会津民芸品

45

プレゼント

YADOROGIVILLA・MIROKUCAMPFIELD［神奈川］
体験 ハンモック、
木工チェア
（無料、
小学生以上）
プレゼント アンケート& 抽選でキャンプ場利用券

20

B

LEDランタンLUMENA／KMコ

ーポレーション

世界で12万個以上売れたルーメナー
が日本上陸。オシャレなスマホ用充電
器にもなるんだって
21 OUTPUT LIFE
アウトドア＋インテリアのステキなソフ
ァやコットテーブルは一見の価値あり
22 FIELDOOR／フィールドア
カモフラ柄や青空柄のタープテントな
ど、新作を一挙紹介♪ 体験 テント設営
＆撤収、車中泊マット
（無料）プレゼント SNS
にイイねでフライングディスクやエコバッグ

23 アース製薬
「# この星と楽しもう」
がテーマ。虫除け
をするからこそ思いっきり自然を楽し
める！ 体験 キッズワークショップ（無料、
保護者同伴の6歳～小学生）プレゼント サラ

49 トレファクスポーツ

－アウトドア・ヴィンテージ－

ヴィンテージアイテムやインスタ向け
の絵になる逸品をセレクト
販売 アウトドア用品

50 viblant
コールマンをはじめヴィンテージアイ
テムならおまかせ
販売 ランタン、
オイルランプ

51 進誠産業
スモーカーの老舗が今年もやってきた
体験 スモークチップ詰め放題
（有料）
、
試食

52 WOLFGANG MAN &BEAST
キャンプや釣り、
スノーボードはベスト
フレンド＝愛犬といっしょが一番♪ わ
んこといっしょにブースへ GO
販売 リードやハーネス

テクトサンプル

53 Onway
キャンプ用リラックスファニチャーの新
作をお披露目 販売 アウトレット商品、

体験 ハンモック
（無料、中学生以下は保護
者同伴）

54 テントファクトリー
ネット販売がメインのステキアイテム
をチェック。ナチュラムと共同開発した
ダブルドームテントも楽しみ
販売 テントほか プレゼント 1000 円以上

46 LUMBER YARD
ベ ル ギ ー 発 の ハ ン モック テ ント、
CACOON にごろり。もう立ち上がれな
いかも 販売 ハンモック

AREA

C

47 village inc
プライベートキャンプ 場でしられる
VILLAGE の雰囲気に浸ってみて
48 nona.inc
クライミングパンツやワンピなどキャン
プに役立つかわいいウール製品たち。
一目惚れ必至 販売 ウール製アパレル

宅配便発送による特価販売会

購入でオリジナル巾着バッグ

55 SOTO／新富士バーナー
炎の総合メーカー、SOTO の新製品に
いち早く触れちゃおう
56 LEATHERMAN／ハイマウント
アメリカ生まれのレザーマンツールや
ハイマウント製品がずらり
体験 SIGNAL で火おこし
（無料）
くじ引き
販売 ハイマウント製品、

選会
（無料、
抽選会は18歳以上）

8 トヨタ白川郷自然學校
トヨタの 環境教育ってどんな 活動？
その内容を体験しちゃおう
体験 親子でバームクーヘン
（無料）

9 環白山広域観光推進協議会／

白山開山1300年

石川・福井・岐阜にまたがる白山が開
山1300年！

体験 ゆるキャラによるクイズ大会、
登山家ト
ークショー、
コーヒー試飲ほか

10 森から生まれたMYカスタネット

づくり／日本自然保護協会

森づくり活動から生まれた無垢材のカ
スタネットにお絵かき
体験 オリジナルカスタネット作り
（600円）
11 日本野鳥の会
キャンプ場にはどんな鳥がいるのかな？
知りたくなったら野鳥の会で聞いてみて
る活動に！）

57 スター商事
67 tent-mark designs
73 Snow Peak
82 LOGOS
ペトロマックスや SIGG、フュアハンド
WILD-1のニューカマー、サーカスシリ スノーピークの世界観を代々木で体験。 話題沸騰中のグランベーシックシリー
の新作に注目！ 体験 ランタン点灯（無
ーズやパンダがずらり
まずは建てやすくて使いやすい入門
ズをどーんと展示。ステキで落ち着く
体験 飾り羽 販売 アウトドア用品
料）
、
オリジナル SIGG ボトル作り
（ボトル代
用テントから！
キャンプサイトのお手本にしよう
込み500円。小学6年生まで）
68 MURACO
74 SALACS
83 グリルマスターズジャパン
58 BIGWING
2016年にデビューした新進気鋭ブラ 夏キャンプに欠かせないビーサン。天
都会でも本格 BBQ を楽しめるガスグ
イン ス タ グ ラ マ ー に 支 持 率 大 の
ンドは持っているだけで自慢。BLACK
然ゴムで極上の履き心地＋環境にやさ
リル 体験 ステーキ焼き目付け（1000円、
STANLEY 新製品がずらり。AO クーラ BEAK TENT も展示中
小学生以上）プレゼント 限定クーポン
しいよ 体験 ビーサンを組み立て＆カス
ーや Kammok など初お目見えブラン
69 ベルモント
84 リフトフ鋼管ストーブ
タマイズ（1足2500円）販売 ビーサン
（一部有料） 新潟・燕三条からダッチインダッチが
ドも 体験 輪投げ、ハンモック
75 nature tones
大評判の焚火コンロや煙突ストーブ
59 CAPTAIN STAG
お目見え 体験 テープで作る簡単バッグ
をずらり展示。使い方をチェックして
金属パーツを特殊コーティングでカバ
オクタゴン型ワンポールテントが目印 （1000円、小学生以上）
85 monro／fridge／NODATE
ーリング。かわいくてやさしい風合い
70 APELUCA／オークス
♡ CS クラシックスシリーズにうっとり
のファニチャーにぜひ触れて！
高感度キャンパーはみんな持ってるウ
（無料） Made in 燕三条のおしゃれなクックウ
して 体験 ハンモック・チェアモック
販売 アウトドアギア
エア＆ギア 販売 fridge、Monro、ＮＯＤ
プレゼント ステッカー
（数量限定）
76 ビクトリノックス・ジャパン
エアに一目惚れ必至
ＡＴＥ
60 QUICKCAMP／eSPORTS
販売 燻製器、
オーブンポット
87 ユニフレーム／新越ワークス
正しくナイフを使える人ってステキ♡
71 Ricke／和平フレイズ
ワンタッチテントを全ラインナップ！
体験 マルチツールで工作
（2人1組500円）
話題の新製品を徹底解説してもらうチャ
販売
晴れたらソーラーオーブン、GoSun で
キッチンツールほか
キュートなアウトドアクッカーをお得に
ンス。ダッチ三兄弟もやってくるかも !?
プチマフィンを焼いちゃうぞ
GET 体験 青空キッチン（クロックムッシュ、 78 CAPTAINSTAG outlet
88 ナチュラム
体験 ワンタッチテント設営 販売 テントなど
1000円） 販売 クッカーほか
大人気のキャプテンスタッグ製品アウ
オンライン・アウトドアショップ No.1！
プレゼント 5000円以上購入ではずれなしクジ
72 焚火魂 笑ʼs
トレット！ 驚きの掘り出し物が見つか
オリジナル製品も見せちゃうぞ
61 ゲンさんのフリマ
るぞ 販売 キャンプ用品
やっぱ焚き火っしょ！ 業界震撼の焚き
89 WHOLE EARTH
あのゲンさんがおもしろ道具を放出
80 ogawa
火アイテムを前に、
笑さんと焚き火トーク
新作のアーススクリーンテントほかキ
64 空調服
体験 コーヒー焙煎
（500円、
大人対象）
話題の新作テントが代々木に集結。ト
ャンプグッズを多数展示
販売 薪ストーブ
（予定）
小型ファン付きの空調服で真夏も外で
レスや TC ピルツに触れるチャンス到来
体験 オリジナルコースター作りとフリスピー
過ごしやすい♡ 空調リュックが初お
81 コールマン
限定100名）
で限定商品をゲット♪
（100円、
目見え 体験 空調服（無料）
94 DOD
「キャンプをはじめよう」
と考えているフ
プレゼント SNS 投稿でプレゼント
ァミリーにぴったり。240から300まで （Doppelganger Outroor）
65 MINELAB ELECTRONICS
す べ て の サ イズ バリエ を 展開中！
おもしろネーミングと個性豊かなアウ
金属探知機
体験 テント生地でガーランド作り
（無料、小
トドアでおなじみ。カマボコテント２や
キャンプで金属探知機！? 人生が変
学生以下）
タケノコテントを見にいこう
わるかもしれないほど楽しいよ
販売 キャンプ用品
体験 宝探しゲーム、
金属探知機が当たる抽

A

販売 長靴
（販売収益は野鳥と生息地を守

SNS 参加でプチギフト

OUTDOOR GEAR & WEAR
AREA

サービス・団体・メディア
AREA

体験 ロープワークなど
（無料）

アウトドアギア &ウェア

国の子どもに教育支援）
販売 グランピングアイテム

20

キャンプ場

82

93

87

89

1 ログキャンドルカフェ
自分だけのグリーンアートを作ろう！
体験 コケの貼り付け
（キット3000円。途上

19

NHK ホール口
▼

SUBARU

A

C

AREA B

TOYOTA 18

AREA

86

AREA

［クラフトビール。
飲み比べセットあり］

80
81

▼東京メトロ 千代田線
代々木公園駅

F
G
H
I
J
K
L
M
N

C エリジュス［ケバブサンド］
D CAMPS［アウトドア料理］
E SPRING VALLEY BREWERY

授乳コーナー
売店

83

85

Vintage Airstream Café BAMBI

［エスプレッソコーヒー、
ホットサンド］
B PRIMAL［オーガニック料理］

トークショー会場
カフェ・ヴォルテックス

本部

70
72

13

AREA

78

68

71
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61

60

62

77

11

西門
▲

A

FOOD

A

17
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63
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14
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57

67

歩道橋

6

55

54
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7

D

64

スタンプラリー

5

4

フード
AREA

▼

※展示内容とレイアウトは変更する場合があります

138mm

▼

▲ JR 原宿駅
東京メトロ千代田線
明治神宮前駅

井の
頭

257mm

141mm

12 JP子どもの森づくり運動
自然の中でのびのび子どもを育てよう！
13 阿蘇の灯
熊本の震災で南阿蘇村から離れざる
を得なくなった東海大学学生が中心と
なって、南阿蘇村のために活動中！
体験 三角灯籠のメッセージ書き

16 東京チェンソーズ
山と街をつなぐ林業男子がやってきた！
体験 ナタやカンナを使う木の皿作り
AREA

B

19 オートキャンプゾーン
日本オートキャンプ協会指導
員が総力を挙げて、初めてキャンプ、
子育てキャンプの疑問を解決♡ キャ
ンプ場のパンフレットもいっぱい

ORGANIZATION & MEDIA
25 日本自動車連盟 東京支部
キャンパーなら JAF 会員に。お得に利
用できるキャンプ場もあるよ

体験 ロープ対決、
シュラフ合戦、投げ輪、巨
大カルタ大会ほか
プレゼント キャンプ場招待券が当たるガチャ
ガチャ
（JAF 会員は無料）

26 トラベルデポ
アメリカ、
カナダであこがれのキャンピ
ングカー旅！ 旅のポイントを教えても
らおう 体験 モーターホーム居住体験（無料）
30 らでぃっしゅぼーや
毎日のおいしくて安全な食をサポート♡
31 富士山の銘水
コンパクトでスタイリッシュなデ ザ
インが 人気 のウォーターサー バー！
体験 フレシャスの試飲
AREA

C

62 GARVY
創刊 26 年でますます パワーアップ！
販売 雑誌、
書籍

62 地球丸
カーネル、
トランピン、ロッド &リール！
アウトドアがもっと楽しくなる本がずらり
販売 雑誌・書籍

63 ランドネ
オシャレキャンパーの愛読書♡

販売 書籍・ムック
体験 ウクレレ体験レッスン
（無料、
4歳～）

66 HOOKYʼs 大人のずる休み
さすらいの ほらふき男爵、堀田貴之
がちょっとまじめに手仕事を見せる！
体験 コーヒー自家焙煎など
（30分のワーク
ショップ500円）

90 ソトツククラブ
アウトドア好きの女子がキュ
ートなワークショップを開催

体験 マスキングテープでピアス作り、
消し
ゴムはんこ、
指編み

91 Funmee!!
大人の趣味メディア

体験 ワイルド輪投げ
（無料。好記録を出す
と、
豪華賞品が当たるくじ引きに挑戦）

92 ワンダーワンダラーズ
噂のグランピングをたっぷり紹介
95 みなかみハピネスプロジェクト
水上で体験できるエキサイティングな
ラフティングを代々木で体験しちゃお
体験 ラフティング
（無料）

グッズ
販売 マーモットウエア、

96 カナダネイチャーツアーズ
カナダ在住のナチュラリストガイドが
カナダの自然をたっぷり伝授
体験 スライドショー

97 hinata ～きっとそとが好きになる～
キャンプの疑問に WEB マガジンのス
タッフがアドバイス
98 キャンプハック＆なっぷ
あなたにぴったりのキャンプ場は！?
予約サイトが絶好調

プレゼント キャンプ場予約・会員登録でポイ
ントプレゼント

99 ザ・バーン
井手大介率いる Fm yokohama
84.7のアウトドア番組！

プレゼント 焚き火部ステッカー、
抽選会

100 YAMAP & .HYAKKEI
自然と暮らしを楽しむ情報が満載の
WEB マガジン

体験 焼きマシュマロほか

RV&キャンピングカー
AREA

A

17 FLEX
ランクル＆ハイエースユーザーにおな
じみのフレックスが、自分らしくカスタ
マイズした Renoca＝リノベーションカ
ーを作り上げた♪
AREA

B

18 トヨタ自動車
都会でオフロード体験ができる同乗試
乗
「LAND CRUISER FES.」
を開催！

体験 オフロードコース同乗
（無料、先着整
理券制） プレゼント アンケート回答でプレ

ゼント

24 三菱自動車工業
デリカ D:5とパジェロによるクリーンデ
ィーゼ ル の走破性を体感する
「4WD
登坂キット体感試乗会」
と
「アウトラン
ダー PHEV の車両展示」は毎年話題
沸騰♪ 体験 登坂同乗（無料、10：00～
13：00／14：00～17：00、4歳以上）

RV & CAMPING CAR
27 ZIFFER
愛車にテントを取り付ける。そんな夢
を叶えちゃえ
28 OKワゴン
軽キャンパーがあれば、ソロでもカッ
プルでも、気軽にキャンプ旅に出発！
29 コイズミ
ありそうでなかったカルコアのキャン
ピングカー＆キャンプ用品★
44 Jeep
どこへでもいける、何でもできる！ 他
に類を見ないオリジナル＆オンリーワ
ンの SUV をチェック！ プレゼント アンケ
ート回答などでオリジナルグッズ
AREA

77

C

INNO Advanced Car Racks／
カーメイト

キャリアや ル ーフボックスのシェア
No.1！ 体験 ルーフボックス積載、360度
カメラの VR 体験
（無料、
小学高学年以上）

79 フレックス・ドリーム
ネイティブ 柄でオシャレに着飾った
ランクルとハイエースがお目見え♡
販売 ペンドルトン

86 SUBARU
フ ル モ デ ル チェンジした ば かりの
SUBARU XV に興味津々。今年もや
るよ！ 運転支援システム
「アイサイト プリ
クラッシュブレーキ」
の同乗体験
体験 プリクラッシュブレーキ
（無料、身長

135cm 以上）プレゼント 試乗でオリジナル
保冷バッグ、
アンケート回答でフリスビー

93 Honda
出かけよう！ Honda と一緒に！ ク
ルマ＆バイクはもちろん、ツインリンク
もてぎ「森と星空のキャンプヴィレッジ」
からグランピングがやってくる！
体験 耕うん機体験、
クラフト
（無料）

