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会場：インテックス大阪 1＆２号館 < 約3,580坪＞

全国のフレンドエリア＆ショップと、会員さまをつなぐイベント「フレンドフェア」
多彩な内容で、大人も子どもも、丸一日楽しめます！

Special
Guest
素敵なゲストの

トークやライブを

お楽しみください。
（敬称略）

両日

TALKSHOW
登山家

山野井泰史

両日

LIVE

シンガーソングライター

リピート山中

/24
3SAT

LIVE

シンガーソングライター

河口恭吾

/24
3SAT

LIVE

山登りミュージシャン

秦野貴仁

/25
3SUN

LIVE

シンガーソングライター

浜端ヨウヘイ

モンベルクラブ・フレンドフェアは、モンベルクラブ会員さま限定のイベントです。会員さまと同伴のご家族・ご友人に限り、ご入場いただけます。
ご来場の際には必ずメンバーズカードをご持参ください。入場時と場内で特典を受ける際に必要です。当日のご入会も可能です。
〈 年会費¥1,500〉

http://www.montbell.jp

丸一日楽しめる、
モンベルクラブ・フレンドフェア！
体験

MENU

知る・学ぶ

大人も子どもも
楽しめます！

MENU

買う

役立つ情報や
特典満載です！

MEN U

■ フレンドエリア＆ショップ、

■ 各種クラフト体験
■ カヤック体験
■ クライミングタワー
■ キッズクライミング体験
■ フォレストアドベンチャー
■ ツリーイング体験 など

お買い得品や
特産品をGET！

■ 地域の特産品販売
■ フレンドマーケット
■ アウトレット商品販売
■ テント･カヤック･自転車

提携団体のブース

TM

■ 学べるワークショップ

・地図読み講習会
・メンテナンス講習会
・ロープワーク講習会 ほか

など大型商品展示販売

■ 特産品やモンベル直営

■ イベントやツアー情報
■ アウトドアのための保険 など

カフェなど飲食販売

など

モンベルクラブ・フレンドフェア大阪 出展団体
フレンドエリア

◆ フレンドタウン 東近江市
◆ フレンドタウン 米原市 びわ湖・伊吹山
◆フレンドヴィレッジ 小谷村
◆ フレンドタウン 信濃大町
◆フレンドヴィレッジ 王滝村
◆ フレンドタウン 勝山市
◆ フレンドエリア 三重
◆フレンドマウンテン 鳥海山
◆ フレンドタウン 鏡野町
◆ フレンドタウン 北びわ湖・長浜
◆ フレンドタウン 南富良野
◆ フレンドエリア 剣山・祖谷・大歩危
◆ フレンドエリア 蒜山
◆フレンドマウンテン 石鎚山
◆ フレンドエリア 由良川 大江山
◆ フレンドエリア 白神 西目屋村
◆ フレンドエリア 三瓶
◆フレンドアイランド 屋久島
◆フレンドヴィレッジ 奈良川上村
◆ フレンドタウン 上勝
◆ フレンドエリア 大山・皆生
◆ フレンドエリア 串本・古座川
◆フレンドヴィレッジ 南阿蘇村

◆乗馬クラブクレイン大阪
◆有限会社エクストレモ
◆御岳ロープウェイ
◆中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ
◆おんたけ休暇村
◆社会福祉法人 青葉仁会
◆一般財団法人 日本ユースホステル協会
◆尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」
◆ヒマラヤ観光開発株式会社

◆特定非営利活動法人
ボルネオ保全トラスト・ジャパン
◆公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
◆GORE-TEX® products
◆長野県山岳遭難防止対策協会
◆オリコカード
フレンドショップ

◆紀州 観音山フルーツガーデン
◆大佐山オートキャンプ場
◆ファイヤーサイド ZCOO-SHOP
◆株式会社 風の旅行社
◆フォレストアドベンチャー奥神鍋
◆円山川公苑
（JRCA公認カヌースクール）
◆トラベルギャラリー・旅の本棚
◆氷ノ山自然ふれあい館 響の森
◆六甲山カンツリーハウス
◆アルパインツアーサービス株式会社
◆
（島海社）
あいらん堂
◆クラブツーリズム株式会社
◆京都府立丹後海と星の見える丘公園

フレンドマーケットTM

◆佳豊庵
◆阿比留屋
◆奥出雲の山椒 ＆ Kitchen華羅
飲

食

◆ファームかずと
◆フレンドタウン 鏡野町
◆久住高原地ビール
◆フレンドタウン 上勝
◆一般財団法人 大山恵みの里公社
◆フレンドタウン 海陽町
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会 場：インテックス大阪
号館
大阪市住之江区南港北1-5-102 TEL：06 - 6612 - 8812（会期中のみ）

ドコモ
大阪

ミズノ
大阪府 クリスタビル
咲洲庁舎
ATCタウン
アウトレット
ＭＡＲＥ

提携団体

ハイアット
リージェンシー
大阪

6号館
駐車場

インテックス大阪
1･2 号館

電

車

お

車

ニュートラム・南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車

徒歩５分

◎高速道路をご利用の場合

【 神戸方面から 】阪神高速 5号湾岸線「南港北出口」
より８分
【和歌山方面から】
（阪和･関西空港経由）阪神高速４号湾岸線「南港南出口」
より８分
【 上記以外から 】
（阪神高速１号経由）阪神高速１６号大阪港線「南港北出口」
より８分

◎一般道をご利用の場合

国道１７２号または中央大通→みなと通→咲洲トンネル
国道２６号→浜口交差点または玉出交差点→南港大橋
此花区（USJ）方面→舞洲→夢舞大橋→夢咲トンネル→インテックス大阪
［駐車場］●6 号館屋上駐車場：普通車 ¥1,000 ／日（普通車のみ／車高２ｍ･全長５ｍ以内）
※周辺の混雑状況等により営業時間が異なります。
※当日は警備員の誘導に従ってください。※駐車料金は変更になる場合があります。

●モンベルクラブ・フレンドフェアは、会員さま限定のイベントです。会員さまと同伴のご家族・ご友人に限りご入場いただけます。
●ご来場の際には必ずメンバーズカードをご持参ください。
ご入場時と場内で特典を受ける際に必要です。当日入会も可能です。＜年会費￥1,500＞
お問い合わせ：モンベルクラブ事務局

0120-998-460 ／ TEL.06-6538-5793
※フリーコールは携帯・IP 電話からはご利用いただけません。

