
⽶百俵フェス スタッフが、オフィシャルキャンプサイトで 1 泊 2 ⽇のキャンプ体験︕ 

今回はそのレポートを交えながら、キャンプサイトの魅⼒をお伝えします︕ 
まだ暑さの残る 8 ⽉某⽇。AM10:00 ⻑岡駅。天気は⼩⾬。 

今回⽶フェスオフィシャルキャンプサイトを運営・管理してくださる

⻑岡のアウトドアショップ・パーマーク Y さんと合流。       

キャンプ会場である東⼭ふれあい農業 公園 花と緑の広場へと

向かいます。 

ところで、実はキャンプ未経験の私。素朴な疑問が。     

「そもそも、キャンプって何を持っていけばいいの︖」      

ただの 1 泊 2 ⽇の旅⾏ではなく、今回はキャンプ。テント泊での

特別な準備が必要︖夜はどれくらい寒いのだろう…︖と⾊々

分からないことだらけでしたが、Y さんの『何も必要ないです

よ︕着替えだけ持って来て下さい。』という⾔葉を信じ、友⼈

宅に泊まるような簡単な準備のみ︕とはいえ“⼭”ということで、

夜間移動⽤のライトと脱ぎ着できる防寒具、そして、⾍除けス

プレーを持参していざ、キャンプ会場へ︕ 

AM10:15。キャンプ場までは⻑岡駅から⾞で 15 分の近さ。

⻑岡インターからは⾞で 25 分の距離。キャンプエリアの第⼀印

象は、とにかく空もキャンプエリアも、広い!さらに⾼い

ビルや建物がないため、⼼地良い⾵が吹いていて期待が⾼まり

ます。芝⽣もしっかり整備されていて、期待感でいっぱいに︕ 

 

 

 
 

⽶フェス オフィシャルキャンプサイト 
スタッフ体験レポート 

 

 



現在⽶フェスで受付中のオフィシャルキャンプ（2 泊 3 ⽇）のサイトは３種類︕このテントサイト（フリーサイト/

テント・マントレンタル付サイト/⼿ぶらサイト）が既に設置されていたので、実際の写真と共にご紹介します︕                               

全てのプラン、隣接駐⾞場付き︕そして、キャンプ宿泊者には、ペットボトルの飲料⽔を無料配布︕ 

また、⾷事や休憩に使っていただけるタープ、ファニチャーのあるフリースペースも数か所ご⽤意しております♪ 

(1 サイト 5 名様までの利⽤が可能です。) 

 

フリーサイト 30,000 円(税込) 

広⼤なスペースの中から、お好きな場所で存分にキャンプが楽しめる

フリーサイトです。⼀般的なキャンプ場はテントを張るスペースが決め

られているのが基本ですが、フリーサイトは、⾃由にお好きな場所に

テントを張ることが可能です︕さらに全てのプランで＜隣接駐⾞場

付き＞なので、持ち込んだキャンプギアや荷物の運搬も簡単︕  
※1 サイトは⼀般的な 4~6 ⼈⽤のドーム型テントとタープ各⼀張り程度のスペース

となります。キャンプ⽤品のレンタルはありません。 

(1 サイト 4 名様までのご利⽤が可能です。) 

 

テント、 

マットレンタル付きサイト 40,000 円(税込) 

このプランの良さは、テントがすでに設営済︕            

会場に着いてからすぐにキャンプが楽しめちゃいます!(限定 20 サイト)

※寝具や照明器具のご⽤意はございません。お客様各⾃でご⽤意ください。 

 

(1 サイト 5 名様までの利⽤が可能です。) 

 

⼿ぶらサイト 55,000 円(税込) 
私が実際に泊まったプランは「⼿ぶらサイト」。   

こちらも、テント、リビングスペースがすでに設営済︕           

荷物を置いてゆっくりとくつろげる空間があり、さらに、リビングスペース

に⼊る前に屋根があるので、⾬の際も濡れずに中に⼊ることが可能! 

寝具（寝袋/枕）、夜間照明器具、アメニティーセットも付いた、  

初⼼者やキャンプデビューしたい⽅にオススメの超お⼿軽サイト︕

(限定 5 サイト) 



好きなものを持ち込んで 

キャンプ飯︕  
PM14:00 今回は Y さんをはじめ、キャンプエリアのス

タッフの皆さんも集まってバーベキュー。⾷材は近隣のス

ーパーで買って来た⻑岡の⾷材や、それぞれが仕込ん

で持ち寄ったものなどをみんなでワイワイ分けて⾷べまし

た。 

もちろん、全てのプランは＜隣接駐⾞場付き＞! 
すぐそばまで乗り⼊れできるので、買ってきた⾷材やテン

ト、キャンプギアがすぐに運べてとっても便利でした︕  

＊サイト内 3 箇所には簡易のシンクもご⽤意︕  

簡単な洗い物などにご活⽤いただけます。 

 

     
▶画像は実際に作った料理の⼀幕。かまどや炊事場はございません。⾷材や調

理器具などは各⾃でご準備いただき、お好きな⾷材を揃えてお楽しみください︕ 

 

 

●⿇⽣の湯 http://asounoyu.com/ 

〒940-0806 ⻑岡市⿇⽣⽥町南⾕ 2063                

営業時間 9:30〜24:00（受付終了 23:00）⾞で約 15 分 

＜感想＞1 ⽇⽬の夜に訪れた「⿇⽣の湯」。露天⾵呂から

は少しだけ⻑岡の夜景も⾒ることができ、数種類のお⾵呂と

サウナもあって⾝体までポカポカになりました︕ 

 

フェス後は⼊浴施設で       

       ⼼も体もリフレッシュ︕ 
2 泊 3 ⽇のキャンプでは疲れた体を癒すのも⼤切ですよね。今回、

⽶フェスがオススメする⼊浴施設は２箇所。会場内には⼊浴施設、

シャワーはないので注意が必要です。この 2 つの施設は⾞ですぐに

⾏ける距離にあって、夜遅くまで営業しているので、ぜひチェックして

みてくださいね。 

●ゆらいや ⻑岡 川崎 http://www.yuraiya.com/ 

〒 940-0861  ⻑ 岡 市 川 崎 町 1497-4                        

営業時間 10:00〜24:00（受付終了 23:30）⾞で約 15 分 

＜感想＞2 ⽇⽬の朝に訪れたのが「ゆらいや」。 露天⾵呂の他に

も腰掛湯やサウナ、そして⽇替わり湯に⼊ることもできます︕ 



▶今年の実際のキャンプ場から撮影した１枚。夜には遠くに⾒える

⻑岡の夜景と、360 度⾒渡せる星空は圧巻。静かなゆっくりとし

た時間が流れます。 

 

 

 

 

 

▶去年の⼆次会での 1 コマ。今年の装飾や＆⼆次会もお楽しみに︕ 

  

終演後も楽しみがいっぱい︕ 

オフィシャルキャンプサイト限定 

アーティストによる⼆次会︕ 
 

たくさんの出演者のライブをを堪能し、フェスの最後を締めくくる

⻑岡花⽕が打ち上がった後も、キャンプサイトの夜はまだまだ続

きます。 

今年もオフィシャルキャンプサイト限定、出演アーティストによる

⼆次会が⾏われます︕ 

＜⽶フェス ⼆次会＞ 

10/12(⼟)wacci 10/13(⽇)ひなた 参加決定! 

そのほかにも、出演者がふらっと遊びにくるかも…︖︖   

ぜひぜひ当⽇をお楽しみに♪オフィシャルキャンプサイト限定の贅沢

な時間をアーティストと共に過ごしましょう︕  

 

⼿ぶらサイト で 1 泊 

楽しい宴はあっという間。24 時を超え、それぞれのテントに

⼊り、就寝。途中、通り⾬がきたり、強い⾬⾵も響いたりもし

ましたが、頑丈なテントのおかげで怖さも感じず、安⼼して⼀

瞬で夢の中でした（笑）。 

フェス会場〜キャンプ場の道や、⽇没後は本当に真っ暗︕ 

ついつい 360 度⾒渡せる星空を眺めてしまいますが、安全

に⾜元を⾒て歩くのも⼤事です。皆さん、必ず移動時に必

要な懐中電灯やライトは忘れずに持ってきてくださいね︕  

仮設トイレや⽔場に⾏く際にも必要です︕ 

翌⽇の朝は、⾃然ならではの⿃の鳴き声で⽬を覚まし、とっ

ても清々しい朝の景⾊も⾒ることができました︕ 

 

▶夜と朝のキャンプエリア⾵景。 

⻑岡の街並みがよく⾒えます。 
 



テント泊を経験してのスタッフ的、 

あったら便利︕必需品リスト 
今回の 1 泊 2 ⽇のキャンプを経て、これはマスト︕ 

絶対に⽤意した⽅が良い︕というスタッフ的必需品を 

まとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。 

●ヘッドライト、懐中電灯 

●防寒具、⾬具、傘 

●防⽔加⼯の⼩物⼊れ 

●蚊取り線⾹（⾍除け スプレーなど） 

 

 

 

あっという間の 1 泊 2 ⽇のキャンプ体験でしたが、何より⻑岡の⾃然の中で、⾮⽇常を過ごせるのがこの
⽶フェスオフィシャルキャンプの醍醐味。去年よりキャンプエリアをさらに拡⼤して、よりパワーアップしているの
で花⽕と⾷と⾳楽とキャンプを︕ぜひ、満喫してみてはいかがでしょうか︖ 



⻑岡 ⽶百俵フェス 〜花⽕と⾷と⾳楽と〜2019 

-day1-10 ⽉ 12 ⽇(⼟) 

司会 加藤諒、楠雄⼆朗/U.K.  
KICK THE CAN CREW、きゃりーぱみゅぱみゅ、 
サンプラザ中野くん、DISH//、BIGMAMA、ひなた、 
⽇向坂 46、南こうせつ、横⼭だいすけ、wacci ※50 ⾳順 

-day2-10 ⽉ 13 ⽇(⽇) 
司会 楠雄⼆朗/U.K.、ファーストサマーウイカ 

天⽉-あまつき-、いきものがかり、K-Musical Stars、琴⾳、C&K、TEAM SHACHI、

DUBFORCE、つるの剛⼠、中澤卓也、BILLIE IDLE®、⼩林幸⼦(スペシャルゲスト)with

中川翔⼦ ※50 ⾳順 

• [チケット料⾦]  ※9 ⽉ 7 ⽇(⼟)より⼀般発売開始。 

• 【前売】2 ⽇通し券／おとな︓16,000 円、中⾼⽣︓7,000 円 
• 【前売】1 ⽇券／おとな︓8,500 円、中⾼⽣︓4,000 円 
• 【前売】ペアチケット／おとな︓16,000 円、中⾼⽣︓7,000 円 

• ■⽶フェスオフィシャルキャンプサイトチケット キャンプサイトチケット発売中︕  
• A:フリーサイト 30,000 円、B:テント、マットレンタル付きサイト 40,000 円、C:⼿ぶらサイト 55,000 円の 3 種類あり。 

※2 泊 3 ⽇ チェックイン ︓10 ⽉ 12 ⽇(⼟) AM09:00 より チェックアウト︓10 ⽉ 14 ⽇(祝) AM11:00 まで 

※キャンプサイト内駐⾞場 1 台付き。10/12,13 両⽇のチケットは要別途購⼊。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⽶フェスキャンプサイトに関する問い合わせ】 

パーマーク 0258-37-1200 (AM 11 : 00〜PM 7 : 30) 


