
平成30年５月19日（土）・20日（日）の２日間
●チューリップ・すずらんフェスタ 5/19～6/10　●パンジー・ビオラcollection2018 4/28～6/10

キャンプやアウトドア等の有名メーカーが
一堂に集まる道央の一大イベント!!

【会場】 国営滝野すずらん丘陵公園 中心ゾーン「つどいの森」

第8回
2018年

アウトドア
シーズン
到来!

●アウトドア豪華賞品争奪 じゃんけん大会
●アウトドアグッズ展示・即売会
●キャンピングカー展示コーナー
●アサヒドリーム◯×クイズ
●滝野物産市
●ライブ・ヒーローショー
●ゆるキャラ大集合

 ㈱

主　催： 北海道キャンピングフェア実行委員会
 （構成：国営滝野すずらん丘陵公園、㈱秀岳荘、キャンピングレンタサービス工業㈱、ジャパンBBQカレッジ）

後　援： 札幌市、一般社団法人日本オートキャンプ協会、ＮＰＯ法人北海道オートキャンプ協会、
 ㈱北海道新聞社、北海道キャンピングカー販売店協会、一般社団法人日本自動車連盟 札幌支部、
 札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート、
 国内最大級！全国のバーベキュー情報サイト「　　　　　」

協　賛：　　　　　　　　　　　　    、 
※イベント内容については検討・交渉中のものも含まれています。イベントを追加・修正・変更する場合がありますことをご了承ください。
※北海道キャンピングフェアへの入場料は無料です。ただし、滝野公園の入園料及び駐車料は別途かかります。
　また、体験イベントの一部は有料のものがあります。詳細は北海道キャンピングフェア公式Facebookでご確認ください。
※写真は過去の開催時またはイメージです。

5インチ鉄道模型乗車会も開催
（有料）

北海道新幹線

リフト山頂付近開催場所
協力：あいの里ホビー

ポニー乗馬
体験もあるよ♪

その他アウトドア体験イベント多数開催
巨大クラ

イミング

ウォール
初登場！

アウトド
ア豪華賞

品争奪

じゃんけ
ん大会開

催！



お車で
道央道 北広島IC及び札幌南ICを降りて約30分

バスで
【北海道中央バス滝野線（真106）】
●地下鉄南北線真駒内駅②番乗り場より約30分
【北海道中央バス有明線（福87）】
●地下鉄東豊線福住駅⑥番乗り場より約50分

藻岩山

札幌芸術の森●
●常盤小学校
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道道真駒内
御料札幌線

滝野すずらん丘陵公園

アクセス

867 572 755*50カーナビ対応
マップコード

園内にはバス停が3つあ
りますが、つどいの森は最
後の「すずらん公園東口」
で降りてください。

最新の情報は北海道キャンピングフェア
公式フェイスブックを見てね！

ページ名「北海道キャンピングフェア」
北海道キャンピングフェア公式Facebook

楽しいイベントが
続々追加されます

ステージコーナーステージコーナー

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルー
トの施設を中心とした「ゆるキャラ」のステージ。
北海道ご当地グルメレポーターのたごぱんも登
場。その他祭ヒーロー「舞神 双嵐龍（ぶじんソーラ
ンドラゴン）」ショーや豪華賞品が当たるアウトド
アじゃんけん大会、アサヒドリーム◯×クイズな
ども開催します。

つどいの森ライブステージ

つどいの森 特設ステージ
５月19日、５月20日

開催場所
開催日時

10：50～11：20 アウトドア音楽ライブ
11：30～12：00 ゆるキャラ大集合
 きのたん（滝野公園）、モーリス（もいわ山ロープウェイ）、
 もいくん（真駒内滝野霊園）、かっぽん（定山渓観光協会）、
 たごぱん（北海道ご当地グルメレポーター）、秀ちゃん（秀岳荘） 等多数のゆるキャラが集合

12：10～12：40 アサヒビール×ジャパンBBQカレッジ　アサヒドリーム◯×クイズ
12：45～13：15 ヒーローショー　祭ヒーロー「舞神 双嵐龍（ぶじんソーランドラゴン）」ショー
13：25～13：55 アウトドアじゃんけん大会　じゃんけん大会で勝ち残るとアウトドアグッズ等の景品がもらえます。
14：00～14：30 東日本フード×ジャパンBBQカレッジ　OPEN BBQ セミナー（BBQ公開講座）
14：40～15：10 アウトドア音楽ライブ

“BBQライフ研究家”ジャパンBBQカレッジ代表
「榊幸治」氏が講師になってBBQ公開セミナーを
行います。

OPEN BBQ セミナー
（BBQ公開講座）

○×クイズに正解し続けた優勝者に
はアサヒビール「ドリーム」や三ツ矢
サイダーなどの賞品が贈られます。

つどいの森 特設ステージ前
５月19日、５月２0日 14：00～（約30分）

開催場所
開催日時

【参 加 費】無料
【協　　　賛】東日本フード㈱
【申 込 方 法】ステージセミナーのため、受付無し。

【参 加 費】無料
【協　　　賛】アサヒビール
【受　　　付】両日共に12：10～先着順 
※定員を超えた場合はうちきりさせてもらいます。

チャコールグリルを使って豪快においしくお肉を焼くテクニック
の公開講座。ステージにて榊講師が焼きながら解説します。

体験コーナー体験コーナー

初心者でも簡単に作れるキャンドル作り教室を
開催します。

子どもワクワク
キャンドル作り教室

札幌市白石区でスポーツクライミングジム
Rainbow Cliffを運営されている講師の方が高さ
7mもの巨大クライミング体験をサポートします。

巨大クライミング
ウォール体験

つどいの森 
コールマン・ジャパン特設会場
５月19日、５月２0日 
10：00～

開催場所

開催日時

スラックラインとは、2点間に張り渡した専用ラ
インの上で綱渡りをする体験スポーツです。期
間限定で巨大な体験施設が登場します。

スラックライン体験

つどいの森

５月19日、
５月２0日
10：00～16：00

開催場所

開催日時

【参加人数】1日先着
 20名限定
【対 象 者】小学生
【参 加 費】無料
【協　　賛】カメヤマ㈱

※雨天、強風の場合は中止する場合があります。

【料金】無料 

つどいの森

５月19日、５月２0日
10：00～16：00

開催場所

開催日時

【運営会社】
㈱日本ディスカバリー
【料金】500円 

5インチサイズの北海道新幹線の鉄道模型が滝
野公園を走ります。

5インチ鉄道模型
乗車会

リフト山頂付近
５月19日、５月２0日 10：00～16：00

開催場所
開催日時

【料金】300円

夏の北海道らしさの体験として「ポニーの乗馬
体験」を行います。

ポニー乗馬体験

中心ゾーン
５月19日、５月２0日 10：00～16：30

開催場所
開催日時

【運営会社】コバン牧場.e
【料　　金】500円 

大自然の中を四輪バギーで滑走できる乗車体
験を行います。

四輪バギー乗車体験

つどいの森（全長2キロ特設コース）
５月19日、５月２0日 
10：00～16：00（最終受付15：00）

開催場所
開催日時

【運営会社】バギーランド恵庭
【料　　金】1200円 

※雨天、強風の場合は中止する場合があります。

飲食コーナー飲食コーナー

北海道内の名産物などの飲食・物販のお店が立
ち並びます。

滝野物産市

“バーベキューの達人”ジャパンBBQカレッジ
によるおいしいお肉のお店が登場！

ジャパンBBQカレッジ
バーベキュースタンド

つどいの森 
ジャパンBBQ
カレッジブース

５月19日、５月２0日
10：30～15：00

開催場所

開催日時

【出展会社】 3/13現在出展申込社
サラム・レギャン、ワインハウスゲアハルト㈱、もちポテ北海道、
やきとり よりみち、ヤマガラ珈琲、青空や、クロシェット、ダイニ
ングボーノ、藻岩この実会、㈲札幌明食ミート

開催場所

開催日時
つどいの森

５月19日、
５月２0日 
10：00～16：30

展示・即売コーナー展示・即売コーナー

軽のお手頃キャンピングカーからバンコン、キャ
ブコン、トレーラークラスの本格キャンピング
カー等を展示します。

キャンピングカー
展示コーナー

 つどいの森

５月19日、５月２0日
10：00～16：30

開催場所
開催日時

アウトドアグッズ
展示・即売会

つどいの森
５月19日、５月２0日 10：00～16：30

開催場所
開催日時

最新
2018年
モデル

【出展会社】 3/13現在出展申込社
㈱秀岳荘、コールマンジャパン㈱、テントサイルジャパン、㈱
フェニックス、キャンパルジャパン㈱、㈱ナチュラルアイランド、
㈱ロゴスコーポレーション、イワタニ・プリムス㈱

有数のアウトドアメーカー
が集まり、最新2018年モ
デルのテントやタープ等
のアウトドアグッズの展
示・即売会を実施します。

アサヒドリーム○×クイズ
アサヒビール×ジャパンBBQカレッジ

【出展会社】 3/13現在出展申込社
キャンピングレンタサービス工業㈱、ＯＴＳレンタカー、㈱トヨタ
レンタリース新札幌、エンカウンタージャパン㈱、㈱モーター
レーベル、日本駐車場開発札幌㈱、㈱北日本オートバックス

東日本フード×ジャパンBBQカレッジ

講座終了
後

試食あり

滝野公園案内所　TEL.011-592-3333  〒005-0862 札幌市南区滝野247番地お問い合わせは

【公開講座】炭火焼BBQ講座（19日・20日共通）

6月23日（土）・24日（日）は前売りチケット持参者のみを対象とした有料の大型野外コ
ンサートが開催されます。同期間中は一般入園者の方は滝野の森口のみが入場口とな
り、開園時間も変更となります。合わせてコンサート準備・設営・撤去のため、6月18日
（月）～26日（火）まで、一部施設をご利用になれない場所がございます（当園オフィ
シャルHP参照）。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、あらかじめご了承・ご理
解の程、よろしくお願い申し上げます。

滝 野 公 園 か ら の お 知 ら せ

せんべい焼き体験
同時開催 300円/回


