
箱根ネイチャーフェスタ実行委員会

事業日時：平成29年8月26日（土）15時～20時 ・27日(日) 10時～17時(予定)

　　　　　　雨天等荒天時はレストハウス、きつつきホールにて開催

URL: http://hakone-naturefesta.com FACEBOOK: https://www.facebook.com/hakonenaturefesta

場所　芦ノ湖キャンプ村　　神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164　

主催：ネイチャーフェスタ実行委員会 共催：箱根プロモーションフォーラム、小田原箱根商工会議所

開催：コンセプト

テーマ

趣旨内容

　芦ノ湖を望むロケーションに包まれて、来場するすべての人たちが、箱根の自然の素晴らしさを心と

体で感しながら楽しめるアウトドアイベントとして開催します。

　今年で4年目となる会場では、心地よい音楽、温もりを感じるワークショップ、爽快なマウンテンバ

イクツアー、豪快に振る舞うスーパーBBQ、自然の中で心と体を癒すリフレクソロジーなど、豊かな

時を体感いただき、大人も子供も愉しみの中で、雄大な箱根の自然を感じていただき、その素晴らしさ

を継承するイベントとして、箱根の自然保護を考え、更なる地域活性の一助となるよう開催します。

　箱根ネイチャーフェスタは、箱根の自然で遊び学び育った人々が、心をこめて創り出すアウトドア

イベントです。

今までの協力　自治体　企業　団体

協力：芦ノ湖キャンプ村FunSpace,箱根町,御殿場市, 一般財団法人 自然公園財団,箱根町観光協会,　元箱根観光協会湖尻支部

 　　 カナダ･アルバータ州政府在日事務所、カナダビーフ国際機構,コラボックルプロジェクト,ウイングチップ,Love & Earth

　　　Hakone Mountain Ripper,箱根ライン,Ｂakery＆Table箱根,福寿治療室,JTB,サッポロビール,箱根ガラスの森美術館

ポーラ美術館,星の王子さまミュージアム,VIXEN CO., Ltd, patagonia,里山ハンモック,渡辺ハム工房,CAP,森谷工房

あしがらwoodworks,メインキャスト,タカラッシュ,Reflexology  seamoon,CAFÉ RYUSENKEI,箱根クレープ144

問合せ 箱根ネイチャーフェスタ実行委員会

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164　芦ノ湖キャンプ村内

TEL 0460-84-8279 担当：大谷

共催 〒250-0014 神奈川県 小田原市城内1-21

小田原箱根商工会議所　TEL 0465-23-1811
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「Hakone Nature  Festa　2017」
開催概要

　　箱根の未来へ思いと願い・・・『 この箱根をば、さらに美しくして、けい等の子孫に伝えよう・・・。』

やわらかな風、心地よい光、やさしい音、ゆっくりとした時の流れを感じなが箱根の自然を感じてみませんか



・出店料　：無料　

・出店内容

①ワークショップ　※参加費用設定については各店舗にお任せしております。

自然やエコ、伝統、地域文化、地域振興などを物作りや共同作業、学習を通じ体験出来るもの。

② プロモーション、展示、販売

ワークショップと同主旨の展示、販売

③地元食などの紹介　

※飲食が発生するブースについては食材、加工、販売方法など内容を事前にお知らせください。

・出店（運営）時間

2017年 8月26日(土)　15時～19時までとします。

2017年 8月27日(日)　10時～18時までとします。

途中参加、途中終了については事前にお知らせ下さい。

・雨天等への対応

小雨までについては屋外で決行します。

雨など荒天の場合については、場所をきつつきホールとレストハウス内にておこなう予定です。

・ブースについて

　　 各 エリア内にて1コマ 3ｍ×3ｍのスペースを提供します。

　　 テント（3m×3m）机（1.8ｍ）椅子は有料でお貸し出来ます。

　　 テント6,000円・テーブル500円・椅子2客 500円 (精算は当日)

設営作業については出店者にお願いしておりますが、補助などご希望あればご相談下さい。

・電気照明、コンセントについて

　　 照明は基本準備しておりません。コンセントは状況に応じ付近コンセントより延長可能

な場合のみ極力対応します。

　・当日のスケジュール

　　8月26日　前夜祭 8月27日　当日 

13時00～　　 搬入設営開始。 8時30～　　搬入設営開始。

※車両搬入は14時までにお願いします。 ※車両搬入は9時半までにお願いします。

出店者、関係者集合　全体説明会 出店者、関係者集合　全体説明会

15時　　　 オープン　 10時　　　 オープン　

19時　　　　 終了 18時　　　　終了

※終了後片付け作業 ※終了後片付け作業

　　 　（　　日没：17時40分頃　　）　

18時～19時付近　　

　　 キャンプファイアーを予定（現在検討中）

※お時間可能な出店者、関係者、来場者で楽しみましょう。

　・当日の昼食について

　　会場内飲食ブースまたは周辺飲食店をご利用下さい。 スーパーバーベキューは1000円で提供します。

　・災害時の避難誘導等

　　　芦ノ湖キャンプ村　避難誘導マニュアルによる

　・お申込み Hakone Nature Fasta 2017 The Executive      Hakone Nature Fasta 2017 The Executive Committee         

参加される方は　別紙　「ネイチャーフェスタ出店申込書」にご記入いただき下記に送信ください。

出店担当： 佐藤  e-mail ： sssato1246@comet.ocn.ne.jp  /　fax:0460-84-4312。

Ｗｅｂ受付もホームページにございます。 2

「Hakone Nature  Festa　2017」
ワークショップ等　出店要項

14時50分 9時50分

mailto:sssato1246@comet.ocn.ne.jp%20%20か　fax:0460-84-4312にてご返信ください。


　出店エリアについて

芦ノ湖キャンプ村 イベントエリアの紹介です。各エリアにて展示・販売を予定しています。

1.オートキャンプエリア

キャンピングカーの展示・オートキャンプ系グッズの展示・販売

＊オートキャンパーコンテスト 実施予定。

2.キャンプサイトエリア

テント・タープ・グッズなどの展示販売・アートイベントエリアとして予定しています。

＊森のアートエリアとして絵画・彫刻の展示など予定。

3.バーべーキューサイトエリア テント配置図

ワークショップ・グッズ販売・プロモーションブースを設置します。 最大24コマで設定中!

ステージでは、ミュージックライブを実施します。

ブートコートとしてスーパーバーベキューの販売・飲料ブースを設置します。

 SUV車両など展示スペース・森の中の展示室

イベント内容

8.26 前夜祭 15：00～

Canpar 大集合! オートキャンプ・テントサイトエリアにてCanpar大賞を決定します!

Canparグルメコンテスト テーマの食材を提供し1時間以内で調理・味と技を競います。

Canpar`s meeting  キャンプ仲間が集い宴を開催。

8.27 箱根ネイチャーフェスタ

ステージイベント  / 10：00～18：00　Music Live

フードコート　　　/ 10：00～18：00  スーパーバーベキュー＆beer など

ワークショップ・ショップ・アクティビティ 　/　10：00～18：00

来場者見込み ２日間  3000名　予定　小田原箱根商工会議所青年部・各団体会員 他 観光客 箱根町民など

告知： HP 箱根全山・箱根ナビ・他 タウン紙 ・新聞など  チラシ・ポスター 箱根山内 500か所設置発行枚数３万枚
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多目的ホール 

きつつき 

会場入口 



会場までのアクセス

芦ノ湖キャンプ村

〒250-0522 神奈川県足柄下郡 箱根町元箱根１６４ TEL0460-84-8279

お車の場合

高速バスの場合
○新宿駅より

【小田急箱根高速バス】（西口35番のりば　箱根小田急山のホテル行）に乗車

　　　　　　　　　　　　　　↓

『箱根桃源台』停留所で降車（約133分、往復割引乗車券ご利用で3,620円）

○乗り場案内（外部サイト）

http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/pop/map.html#shinjuku

○小田急高速バス箱根線（外部サイト）

http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/route/

バスの場合

○小田原駅東口より

【箱根登山バス】『桃源台線（T）』（4番のりば　桃源台行）に乗車

　　　　　　　　　　　　　↓

『箱根湯本』停留所経由

　　　　　　　　　　　　　↓

『桃源台』停留所で降車　（所要時間計：約60分、運賃：1,230円）

　　　　　　　　　　　　　↓

『桃源台』停留所から徒歩約15分

○箱根登山バスHP

http://www.hakone-tozanbus.co.jp/station/bs_10101.html（外部サイトへ移動します）

○時刻表

小田原駅東口 停留所

桃源台 停留所
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http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/pop/map.html
http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/route/
http://www.hakone-tozanbus.co.jp/station/bs_10101.html
http://campmura.com/wp-design/pdf/odawara20160326.pdf
http://campmura.com/wp-design/pdf/tohgendai20161210.pdf


参加される方はご記入いただき下記に窓口に送信ください。

参加団体・企業名

HP URL

ご担当者様名

ご連絡先　電話

ご連絡先　

電子メール

ご住所

出店内容 ○で囲ってください

その他 例)サンプリング 

出店詳細 キャッチフレーズなど。※この文面がホームページなどの告知文章となります。

ワークショップ参加費

出店希望日

希望コマ数 コマ ＊ 1コマ 3m*3m 最大2コマまで一社・一団体で利用可

備品レンタル

備品数量/電気 電源：　必要・何ワット 口 W

車両台数 台 車種

ご要望など

申込日 　　2017 年　　月　　　日 記入担当者

＊内容についてのイメージ写真・会社ロゴ、団体マークなどもjpgデータにてご送信ください。ご協力お願い致します。

・お申込み

参加される方はこの「Hakone Nature  Festa　2017出店申込書」にご記入いただき下記に送信ください。

出店担当： 佐藤  e-mail ： sssato1246@comet.ocn.ne.jp  /　fax:0460-84-4312

Ｗｅｂ受付もホームページにございます。 Hakone Nature Fasta 2017 The Executive      Hakone Nature Fasta 2017 The Executive Committee         

テント：   張   机：　　本　　　椅子：　脚

持参します

Hakone Nature  Festa　2017　出店申込書

2017.8.26 sat 2017.8.27 san

有料レンタル希望

　販売 ワークショップ その他プロモーション

mailto:sssato1246@comet.ocn.ne.jp%20%20か　fax:0460-84-4312にてご返信ください。

