
中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ
中央アルプス宝剣岳直下の千畳敷カールまで架けられ
た、日本最初の山岳ロープウェイ。

フレンドタウン 富士見町
富士山を望む、美しい景観の町。雄大な自然や、ユリやス
ズランなどの美しい山野草が四季を通じて楽しめます。

フレンドヴィレッジ 阿智村
環境省により「星がもっとも輝いて見える場所」第1位に認
定された星空と、心地よい温泉や美しい自然が魅力です。

長野県山岳遭難防止対策協会
山岳遭難を防止すべく、安全な登山のために守るべきこ
とについて、啓蒙＆アドバイスを行います。

トラベルギャラリー 旅の本棚
｢歩く旅」にこだわり、国内から海外までレベルに応じた多
彩なツアーを設定しています。

フレンドエリア 大雪山ひがしかわ
北海道の最高峰・大雪山「旭岳」の玄関口、雄大な東
川町を中心とするエリアです。

フレンドタウン 加美町
「加美富士」と呼ばれ親しまれる薬莱山を中心に登山や
自転車、キャンプなど気軽に自然と触れあえる町です。

フレンドマウンテン 鳥海山
百名山・鳥海山は、日本海から裾野を引き、海抜0mから
山頂2,236mまで多様な自然やお花畑を楽しめます。

フレンドエリア 信越自然郷
長野・新潟両県にまたがる９市町村が、ひとつの大きな郷
（さと）として、豊穣の地の魅力を発信し旅人をお迎えします。

フレンドタウン 妙高市
百名山の妙高山や火打山、滝百選の苗名滝、惣滝など
見どころいっぱいのエリアです。

フレンドタウン 米原市 びわ湖・伊吹山
多様な動植物が生息する琵琶湖や高山植物の宝庫・
伊吹山など豊かな自然がいっぱいのエリア。

フレンドエリア 三重
三重県は、北勢・中南勢・伊賀・伊勢志摩・東紀州のエ
リアから成り、海・山・川に囲まれた紀伊半島のアウトドア
フィールドです。

フレンドエリア 大山・皆生
中国地方の最高峰・伯耆大山と、その裾野から日本海
に面した海岸線を擁するエリアです。

フレンドエリア 丹沢・大山・宮ヶ瀬湖
霊峰「大山」を中心とする表丹沢・東丹沢の山々や宮ヶ
瀬湖など、都心から近くにありながら、自然を楽しめます。

株式会社ユーラシア旅行社
世界130ヵ国以上を舞台に、遺跡・自然・文化・芸術な
ど知的好奇心を満たす上質な旅を企画・提案しています。

紀州 観音山フルーツガーデン
和歌山の旬のフルーツや、フルーツをふんだんに使った
高品質の加工品をお取り寄せで全国へ発送しています。

天元台高原
日本百名山・西吾妻山の中腹に位置し、夏は避暑として、
冬は上質のパウダースノーが楽しめるリゾート。

環境省 みちのく潮風トレイル
東北沿岸700ｋｍを歩く旅「みちのく潮風トレイル」。徒歩
の旅だから見える風景、歴史など奥深さを体験できます。

フレンドエリア 吾妻・安達太良
幅広い層のファンが楽しめる吾妻･安達太良連峰。点在
する良質の温泉郷も魅力です。

アウトドアスポーツクラブ バックス
桧原湖の小島が点在する『いかり潟エリア』をカヤックで
ご案内。家族連れやワンちゃん連れに好評！

ツリーマスタークライミングアカデミー
安全で楽しい木登りを通じて自然を体感する「ツリーイン
グ」の普及団体。会場で体験会を実施しています。

GORE-TEX® products
防水透湿素材の代名詞ゴアテックス。その機能やメカニ
ズムを詳しくご紹介します。

ファイヤーサイド株式会社 ZCOO-SHOP
中央アルプス駒ケ岳山麓の生活雑貨ショップ。薪ストー
ブのプロショップでもあります。

オリンパス株式会社
防水・防塵・耐衝撃性能を誇るオリンパスのタフカメラは、
アウトドアでの使用に最適です。

（島海社）あいらん堂
瀬戸内海のまん中にある白石島で、シーカヤック、ウィンド
サーフィンなどを初心者の方でもお楽しみいただけます。

レールマウンテンバイク Gattan Go!!
岐阜県飛騨市で誕生した、マウンテンバイクと廃線後の
鉄路を組み合わせた新感覚の乗り物です。

フレンドタウン 飛騨市
北アルプス連峰の支脈の山々に囲まれた飛騨の雄大な
自然の中に、風情あふれる町並みが調和するエリアです。

フレンドアイランド 屋久島
太古からの自然と、そこで暮らす人々の文化をエコツーリ
ズムで体感できる島です。

フレンドエリア 剣山・祖谷・大歩危
四国のほぼ中央に位置する大歩危・祖谷は、吉野川で
のラフティング、温泉郷など、遊びが満載のエリアです。

株式会社 Real Discovery Outdoors
アドベンチャーレースに参加するというメソッドを通じて、グ
ローバルに活躍する人材育成、能力開発を支援します。

フレンドタウン 珠洲市
能登半島の最先端。世界農業遺産に認定された伝統
文化や景観はテレビ小説「まれ」などの舞台となりました。

フレンドタウン 南魚沼市
さまざまな登山ルートで楽しめる霊峰・八海山、百名山・
巻機山やかたくりの群生が楽しめるエリアです。

フレンドタウン 立山町
立山を中心とした3,000m級の山々、ラムサール条約認
定の弥陀ヶ原・大日平など魅了が満載。

日本の森バイオマスネットワーク
森林資源の活用を進め、自然と共生する地域社会実現
のため、環境教育推進などの事業に取り組んでいます。

くりこま高原自然学校
宮城・岩手・秋田の3県にまたがる栗駒山麓をフィールドに、
栗駒山、ブナの森などくりこま高原の自然をご案内します。

株式会社サスティナライフ森の家
自然のつながる持続可能な豊かな暮らしを、伝統技術と
木組の家、再生可能エネルギーの利用等でご提案。

NPO法人しんりん
鳴子の「エコラの森」が主拠点の“木こり”です。木こり講
座や林業体験プログラムなどを開催しています。

百年ゆ宿 旅館大沼
千年の古湯・鳴子温泉郷にある、湯歴百年の現代湯治
宿です。温泉の足湯カーでのんびり休憩はいかがですか？

フレンドタウン みなかみ
古くから温泉地として栄え、現在はアウトドアの聖地とし
て、24種類以上のアウトドアアクティビティが楽しめます。

レイクウォーク
群馬県みなかみ町、中之条町の湖でのレイクカヌーツ
アー、スノーシューツアーを開催しています。

水上宝台樹スキー場・キャンプ場
標高1,000m、豊かな自然に恵まれた、ビックファミリー
キャンプ場。スキー場はコースバリエーションが自慢です。

日光白根山ロープウェイ 丸沼高原
日光白根山ロープウェイをはじめ、オートキャンプ場、サマー
スキー、温泉などさまざまなサービスをご提供しています。 

那須ドッグクラブ
愛犬と飼い主の「ストレスフリー」をモットーに、初めてでも
楽しく愛犬と体験できるアウトドアをご提案します。
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カヤック体験プール
ドーナツ型の大きなプールで、カヤック特有の浮遊感を体
感していただけます。

スラックライン体験
バランス感覚を磨けるニュースポーツをご体験ください。

キッズクライミング体験
まるで本物みたいな擬岩で、気軽にクライミングに挑戦し
てみてください!

クライミングタワー
高さ6.5ｍのクライミングタワー！ スタッフがサポートします
ので、初心者でも挑戦していただけます。

抽 選 会 場
会員さまに、もれなくステキなプレゼントが当たる抽選会。
★メンバーズカードをご用意のうえお越しください。

アウトドア保険相談コーナー
万が一に備えて入っておきたいアウトドア用の保険につ
いて、担当スタッフがご案内します。

モンベル・アウトドア・チャレンジ（M.O.C.）
モンベルの野外活動部門「M.O.C.」が企画している、さ
まざまなアウトドアツアーやイベントをご紹介します。

テント & タープ 展示販売
テントやタープ、アウトドア用ファーニチャーなどを多数展
示します。細部までじっくりご覧ください。

カヌー ＆ カヤック、自転車 展示販売
各種のカヌー＆カヤック、自転車を展示販売します。お買
い得なアウトレット艇や試乗艇にも要注目です。

素材と機能の知識コーナー
モンベル企画部のスタッフがフットウエアの素材や機能
についてご紹介。メンテナンスやカスタムオーダーのご相
談も承ります。

製品紹介コーナー
クッキングシステム「ジェットボイル®」「バイオライト」の調
理実演をします。また、フィールドウエアや防災アイテムの
説明・販売を行います。

書籍販売コーナー mont-bell BOOKS
モンベル代表・辰野勇や野田知佑氏の最新著書や、山
岳雑誌「岳人」の販売、定期購読を受付けています。

アウトレット商品販売
掘り出し物・お買い得商品が盛りだくさんのアウトレット商
品販売コーナー。

モンベル･フレンドマーケットTM

フレンドマーケットTM出店者が、自慢の商品を販売します。
◆工房 菜や（地場産広葉樹を使用した木工品）
◆まめったい農園（旬の野菜）
◆トピナン☆ファーム（栄養満点トピナンブール加工品）
◆いなほ総合農園（お米や自家製麺類）
◆NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク（地場産
広葉樹を使用した木工品）
◆会津 ファーム大友（自家製トマトソース、加工品）

飲食販売
◆スパイスマジック（カレー、エスニックオヤキなど）
◆フレンドタウン 加美町（地ビール、自家製ソーセージなど）
◆フレンドタウン 妙高市（さといもアイス、花豆アイス）
◆南魚沼きりざいＤＥ愛隊（南魚沼市のご当地グルメ
「きりざい丼」）

ワークショップスペース
アウトドアで役立つ講習や商品についてのプレゼンテー
ションなどを行います。　★詳細は裏面をご参照ください

アルパインツアーサービス株式会社
日本の山から、世界各地の辺境の地まで。登山・トレッキ
ングツアーの専門旅行会社です。

イングリッシュアドベンチャー
小・中学生を対象としたプログラム。英語を学びながら豊
かな自然の中でキャンプを楽しみます。

Kingfisher Garden
手賀沼の豊かな自然に囲まれ心を耕す休日を過ごせま
す。BBQや農業体験の他、カフェも併設しています。

hinata trunk!
もっとあそびをラクに。hinata trunk!はアウトドア用品をお
預かりする収納サービスです。

有限会社エクストレモ
アドベンチャーレースを各地で開催。企業研修や学校行
事向けの「ぷちアドベンチャーゲーム」も実施しています。

株式会社
ジャパン・エア・トラベル・マーケティング
ロシア・NIS諸国の専門会社として、航空機から地上手
配まで、オリジナリティーあるツアーを安価にご案内！

認定NPO法人アニマルレフュージ関西
動物を愛し、共に生き、真に効力の有る動物保護法の設
定のために活動する会員制動物救援組織です。

ホンカ・デザインセンター
山中湖の畔、富士山を背景にしたログハウスの総合展
示場です。木に触れる心地良さをご体感ください。

本栖湖いこいの森キャンプ場
都心から約2時間。本栖湖のほとりにある静かなキャンプ
場。カヌーやMTBなどのアクティビティも充実しています。

新穂高ロープウェイ
中部山岳国立公園、奥飛騨温泉郷と北アルプスを結ぶ、
日本有数の規模を誇る山岳ロープウェイです。

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
日本と世界120ヵ国以上の子供たちへ支援活動を行う、
国連公式承認の民間国際援助団体（NGO）です。

白馬グリーンスポーツの森
白馬村にあるキャンプ、釣り、マレットゴルフなど、さまざま
なスポーツが楽しめる緑の中の公園です。

フレンドヴィレッジ 王滝村
霊峰御嶽山に抱かれ日本一のヒノキ美林が広がる山村。
四季を通じて心がやすらぐふるさとです。

おんたけ休暇村
御岳中腹にある宿泊型体験施設。登山、カヌー、スノー
シューなどが楽しめます。
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こだわりの
逸品を
集めました！
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高さ6.5ｍの
タワーに挑戦！

メンバーズカードを
お持ちください！

講談師

神田山陽

13:45-14:153/19
SUN

12:40-13:103/20
MON

2002年真打昇進三代目襲名。講
談師として、全国各地での講演活動
をはじめ、NHK-Eテレ「にほんごであ
そぼ」の出演など、テレビ・ラジオなど
でも活躍中。

T A L K  S H O W

落語家

ダイアン吉日

14:20-15:053/19
SUN

13:15-14:003/20
MON

イギリス出身、1990年に来日。日本
文化に魅了され英語落語家としてデ
ビュー。日本文化の良さと「笑い」のパ
ワーを世界に発信している。バルーン
アーティスト、ヨガ講師としても活動中。

T A L K  S H O W

モンベル代表

辰野 勇

11:50-12:303/19
SUN

11:50-12:303/20
MON

1975年にモンベルを創業。アイガー
北壁日本人第2登、カヤックでの黒
部川源流部～河口の初下降をはじ
め、登山、カヤックなどで多数の記録
を持つ冒険家でもある。

T A L K  &  L I V E

シンガーソングライター

河口恭吾

12:55-13:353/19
SUN

2003年、「桜」で日本有線大賞有線
音楽賞を受賞。音楽活動とともに環
境系NPOとのイベントやチャリティー
ライブなどを精力的に行なう。全国各
地でのカフェライブツアーも好評。

L I V E

サンポーニャ＆ケーナ奏者

瀬木貴将

11:00-11:403/19
SUN

11:00-11:40
14:10-14:50

3/20
MON

13歳の時にサンポーニャ＆ケーナを
独学で始め、18歳の時に南米ボリビ
アに渡り演奏活動を始める。野生動
物保護団体の賛同者として、音楽を
通じた保護活動なども行っている。

L I V E

レ
ー
ル
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

トン
ネル

足
湯カ
ー

温泉の足湯で
リラックス！

高いところからの
眺めは抜群！


