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Special Issue

冬キャンプを
はじめよう！

最新ギアカタログで
気になる道具をチェック。

特集◎

ギフトにおすすめの
アウトドアアイテム
男女1名ずつに
商品セットをプレゼント！

山好き、
キャンプ好きな

あの人に



最新ギアカタログ

冬キャンプを楽しむための

快適に冬キャンプを楽しむためにおすすめのアイテムをご紹介。
実物はアウトドアヴィレッジの各ショップでチェックを！

Gear Catalog

リビングと寝室をひとつ
でまかなえる不動人気の
2ルームシェルター。密
閉性に優れ冬も快適。イ
ンナールームは大人4人
がゆったり過ごせる広さ

スノーピーク／
ランドロック
¥189,200
問スノーピーク

河合智之さん
エイアンドエフ

内部の居住環境が
すばらしく、仲間
や家族とくつろぎ
たくなります！

Recommend

最大4名がくつろげるリ
ビング用シェルター。出
入り口を広く設計し圧迫
感のない室内空間が魅力。
素材はコットンと化繊の
混紡で優しい風合いも◎

サバティカル／
モーニンググローリーTC
¥47,080
問エイアンドエフ

設置しやすいベーシックな六角形
タープです。サイズは4.2m四方
とペアやソロキャンプに最適。便
利なランタンフックが付属してい
ます

コールマン／
ヘキサライトII
¥16,800
問コールマン

レトロな雰囲気漂う印象
的なAフレーム型テント。
前面が開放できコンパク
トながら居住空間はゆっ
たり。室内は2～3人が
くつろげる空間を確保

チャムス／
Aフレームテント3
¥42,900
問チャムス

寝室を外して大リビングにも！

Tent & Tarp

テントやタープ、シェルターは暮らしで言えば、まさに「家」。居
住性や設営のしやすさ、使用人数など総合的に選びます。

テント＆タープ
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Tent & Tarp Tent & Tarp

Tent & Tarp

Tent & Tarp

冬キャンプをはじめよう！
寒い季節ならではの魅力を堪能。

Winter Camp
最近、人気が高まっている冬キャンプ。しっかりとした防寒対策は必要ですが、
この時期だからこその楽しみもたくさん。今シーズン、はじめてみませんか？

文◎福瀧智子（P04-07）　Text by Tomoko Fukutaki　写真◎猪俣慎吾（P03）　Photo by Shingo Inomata
イラスト◎高橋未来　Illustration by Miki Takahashi（Cover ＆ P02）

［かならず必要］

テント

バーナー

寝袋

クッカー（鍋）

マット

調理道具

ヘッドランプ

テーブル＆イス

食器＆カトラリー

暖かい衣類

［あると快適］

タープやシェルター

ランタン

ダッチオーブン

焚き火台

クーラーボックス

［雪中キャンプで必要］

ショベル

スノーペグ

［注意したい道具］

体の暖かさに気
を配っても、怠
りがちなのが足
元の保温。断熱
材入りシューズ
を選ぶなどし、地
面からの冷気を
遮断しましょう

シューズ

冬はガスバーナ
ーの火力が低下。
安定するのはガ
ソリンを燃料に
したバーナー。
ガスの場合は低
温時対応のガス
缶を使って

バーナー

基本装備は春～秋キャンプと同じですが、手厚く
したいのが防寒・保温アイテム。暖かい空気をま
とえる綿入りウエアや靴を積極的に取り入れて

寝袋は羽毛や化
繊など封入した
綿の種類や、構
造によって保温
力が異なります。
どの季節や気温
に合うか忘れず
にチェックを！

寝袋

快眠に不可欠な
マットも製品ご
とに断熱性が異
なります。地面
の冷えを遮断す
る厚みやボリュ
ームがしっかり
あるか確認を

マット

装備について

冬キャンプの楽しみ
つい家に閉じこもりがちな冬も、視点を変えれ
ばキャンプが楽しく魅力的な季節です。凛と澄
んだ空気や、頭上に広がる満天の星は冬キャン
プならでは。炎を操って作る焚き火料理も気温
の低い時期だから挑戦したくなるものです。ま
た虫が圧倒的に少ないこともうれしいポイント
でしょう。冬キャンプにはどんな道具が必要か、
こちらを参考に準備してみてください！

なぜ
人気？

0302 Tokyo Mountain Life
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Table & Chair

テントを設営し寝床を調えたら、いよいよテーブルやイスの出番。
深々と腰かけて、キャンプのリラックスタイムを満喫しましょう。

テーブル＆チェア

大迫弘尚さん
モンベル

しっかり厚みはあ
りますが、寝返り
をうってもフラッ
トな寝心地です

Recommend

親子3人で暖かく眠れる起毛仕上
げのワイド寝袋。襟元は3つにわ
かれ子どもの首まわりもしっかり
保温。洗濯機で丸洗いもできます

コールマン／
ファミリー2 in 1/C5
¥13,800　問コールマン

Sleeping Gear

ワンタッチで設営で
きる竹製天板のロー
テーブル。高さ 34
㎝とロースタイルで
キャンプから自宅ま
でシーン問わずリラ
ックスタイムで重宝

ザ・ノース・フェイス
TNFキャンプテーブルスリム
¥26,400
問ザ・ノース・フェイス

Table & Chair

Table & Chair

たたんだ状態から開くだ
け。すぐに設置できて、
一度座れば立ち上がりた
くなくなる座り心地。食
事も作業もしやすいと大
人気の定番チェアです

スノーピーク／
ローチェア30 ブラウン
¥18,700
問スノーピーク

秋元俊哉さん
チャムス

キャンプだけでな
く野外フェスや公
園など気軽に持ち
出せるチェアです

Recommend

絶妙な角度
と

座り心地！

着たまま

歩けます！

Sleeping Gear

冬のキャンプでは就寝アイテムにこだわって。保温力の高い寝袋だ
けでなく、下からの冷気を防ぐ断熱性の高いマットも不可欠です。

スリーピングギア

凹凸のある地面や車中泊
など、場面問わず6.2㎝
の厚みが寝心地をサポー
ト。寝返りしても落ちに
くいワイドタイプで、も
う1枚との連結も可能

スノーピーク／
キャンピングマット2.5w
¥28,600　問スノーピーク

Sleeping Gear

極寒キャンプに最適なマ
ミー型のあったか寝袋。
封入したダウンの羽毛は
撥水加工され、ある程度
濡れても保温力をキープ。
－7℃まで対応

ザ・ノース・フェイス／
ブルーカズーエコ
¥46,200　
問ザ・ノース・フェイス

Sleeping Gear

モンベル／
エクセロフト エアパッド150
¥15,950　問モンベル

U.L.コンフォートシステムピロー

冬の寒さに対応する保温性と軽量
コンパクト設計を両立したマット。
厚さ7㎝で暖かく、連結できる枕
と合わせれば快眠をお約束します

¥3,410　問モンベル

Sleeping Gear

チャムス
コンパクトチェアブービー
フットロー

BBQモチーフのイラス
トをちりばめたコンパク
トチェア。組み立てが簡
単で、座面はくつろげる
やや低めの高さ。写真は
ブービー BBQカラー

¥9,680　問チャムス

Table & Chair

一般的なアウトドアテー
ブルと相性のよい定番キ
ャンプチェア。フレーム
はアルミ製で持ち運びが
とてもラク。アームは腕
にフィットする形状に！

アディロンダック／
キャンパーズチェア
¥11,550
問エイアンドエフ

Table & Chair

北欧家具などに使われる銘木オークのローテ
ーブル。天板は組み立て式と思えないほど隙
間がなく、上質な佇まいは室内利用にも◎

ランドノーム／
LNドゥーグータイムザテーブル420オーク
¥33,000　問ヘリーハンセン

Table & Chair

人型に作られたキッズ寝袋。中綿
には保温性の高い化繊綿を採用。
就寝時以外にも着たまま行動でき、
元気なお子さんにピッタリ！

モンベル／
バロウスーツKid’s 110-125
¥11,550　問モンベル

Sleeping Gear

0504 Tokyo Mountain Life
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1.

2.

3.

ズッキーニはヘタを取り縦横4等分にカット。マッシュル
ームといっしょにボウルに入れ、塩をまんべんなく振って
なじませる。エビは皮を剥いて背ワタを取り、塩を振って
なじませておく。
スキレットにオリーブオイルを半量満たし、ズッキーニ、
皮ごとのニンニク、とうがらし、マッシュルーム、エビを
並ベ中火で熱する。
エビが赤白くっきり色づき火が通ったらブラックペッパー
を振り、イタリアンパセリを散らせばできあがり。バケッ
トを添えオイルをしみ込ませながら食べよう！

1.

2.

4.

3.

カブと里芋は皮を剥き、ひと口大にカット。モッツァレラ
チーズは2㎝角にカットする。
カブと里芋を鍋に入れ、ホタテ、マッシュルーム、ブイヨ
ン、ベイリーフを加え、材料が少し顔を出すくらいに水を
入れ、強火で煮込んでスープを作る。
沸騰したら中火にし、里芋が柔らかくなるまで煮て、モッ
ツァレラチーズ、ピザ用チーズを散らし入れ、パン粉を振
り加える。
フタをして火の付いた炭を8～10個載せ、溶けたチーズ
がキツネ色になるまで約10分焼く。

エビ　10尾 (むきエビも可 )
ズッキーニ　1本
マッシュルーム　14個
イタリアンパセリ　3本
とうがらし　2本
ニンニク　5かけ
オリーブオイル　適量
あら塩　適量
ブラックペッパー　適量
バケット　適量

[材料]

カブ　大1個
里芋　大2個
ベビーホタテ　16個
マッシュルーム　14個
ブイヨンキューブ　2個
ベイリーフ　1枚
モッツァレラチーズ　2個
ピザ用チーズ　30g
パン粉　20g

[材料]

[作り方] [作り方]

熱々具材で
やけどに注意を！

エビとズッキーニの
アヒージョ

Recipe 1

スープとチーズの
合わせワザ

里芋とカブの
グラタンスープ

Recipe 2

Cooking Tool

“食べること” はキャンプ最大の楽しみといっても過言ではありま
せん。温かいものをおいしく楽しめる快適な調理アイテムをご紹介。

クッキングツール

早川尚範さん
コールマン

火力が強くお財布
にもやさしいホワ
イトガソリンを燃
料にしています！

Recommend

キャンプ料理でまず手にしたい大
定番。ステーキや炒め物など鋳鉄
の蓄熱性を活かし、熱々をそのま
ま豪快にテーブルにサーブして！

ロッジ／
スキレット10 1/4インチ
¥5,720
問エイアンドエフ

Cooking Tool

フタの併用
で

調理の幅が
広がる

調理でマルチに活躍する直径26
㎝のウォックパンを中心とした便
利なクッカーセット。ハンドルは
取り外せ、鍋ごとサーブも可能

コールマン／
アルミクッカーセット
¥16,800　問コールマン

Cooking Tool

洗練された北欧デザインやサイズ
感、優れた火力などから人気急上
昇の2口ガスストーブ。収納時に
使う木製ボードは鍋敷きにも！

プリムス／オンジャ
¥25,300　
問ショッフェル

Cooking Tool

コールマン／
413Hパワーハウス
ツーバーナー

キャンプ料理のアイコン
とも呼べる大定番の2口
バーナー。冬でも強く安
定した火力が自慢で、自
宅のようにさまざまな調
理に対応します

¥28,800　問コールマン

Cooking Tool

朝ごはんの定番ホットサ
ンドにブービーの焼き目
をプラス！　クッカー内
側はフッ素樹脂加工済み
で、片面のみを外して単
体使用もできます

チャムス／
ホットサンドイッチクッカー
¥5,280　問チャムス

Cooking Tool

4人分のプレート、ボウ
ル、カップを竹やトウモ
ロコシなど50％以上自
然由来の素材で作りまし
た。落ち着いたカラーで
どんな料理にも合います

¥7,990　問コールマン

コールマン／
オーガニック
テーブルウェアセットファミリー

Cooking Tool

デザイン性と保冷力を兼
ね備えた人気クーラー。
2ℓのペットボトルが縦
に収まる高さがあり、収
納力が抜群。家族やグル
ープ利用におすすめです

ザ・ノース・フェイス／
フィルデンスクーラー36
¥35,200　
問ザ・ノース・フェイス

Cooking Tool

4人分の調理と食事がま
かなえるクッカーと食器
のセット。旅や登山用で
すが軽量コンパクトなの
で持ち運びやすく、キャ
ンプでも便利です！

GSI／
バガブーキャンパー
¥20,680　
問エイアンドエフ

Cooking Tool

コロンビア／フェスティバルウッズ
スパイスボックス
¥3,960　問コロンビア

Cooking Tool

こだわりのスパイスを持ち運ぶな
ら専用ボックスが便利。内部には
ふたつの仕切
り、上蓋と背
面にはメッシ
ュポケットも。
小物の収納に
も◎

このセット
で

4人分！

寒い季節にこそ作りたい！ スキレットやダッチオー
ブンを利用した簡単で温かいレシピをご紹介します。あったかレシピ冬キャンプおすすめ！

Col
um

n

レシピ監修◎小雀陣二 0706 Tokyo Mountain Life



光沢あるスチールとバーチで作られた薪
ラック。フィンランドのデザイナーが手
がけ、スタイリッシュな焚き火シーンを
好むキャンパーにおすすめです！

サウナソッピ／
レント×ハッリ・コスキネン 薪ラック
¥19,800　問メトス サウナ ソッピ

Utility & Relax Item

Cat
ego

ry

Utility & Relax Item

キャンプの快適性は便利小物やリラックスアイテムで仕上げます。
ぜひ各店舗で実際に手に取って、そのよさをお確かめください！

ユーティリティ＆リラックスアイテム

扱いやすさ、燃焼効率の良さなど
から、焚き火ビギナーからベテラ
ンまで絶大な人気！　数人で囲む
のに適した直径45㎝サイズ

コールマン／
ファイアーディスク
¥7,990　問コールマン

Utility & Relax Item

Utility & Relax Item

電池含め32g。超軽量コンパクトなLEDヘ
ッドランプはひとりひとつ常時ポケットへ。
白色と暖色系の切り替えが可能です

モンベル／ミニヘッドランプ
￥1,650　問モンベル

真
鍮
の
経
年
変
化

を
楽
し
ん
で
！

温かなマイクロフリー
スの裏地と冬用インソ
ールで保温性を高めた
シューズ。防水仕様で
周辺のハイキングでも
大活躍

サロモン／
アウトスナップ クライマ
サロモンウォータープルーフ
¥14,300　問サロモン

Utility & Relax Item

同社の人気LEDランタンを真鍮で製
作した日本限定モデル。調光できる
暖色の明かりで空間をやさしく照ら
します。充電式バッテリー使用

ベアボーンズ／
レイルロードランタンLEDブラス
¥12,980　問エイアンドエフ

Utility & Relax Item

エアロプレス／
エアロプレスゴー

コーヒーの粉を入れてプ
レス！　空気の力を利用
したコーヒー抽出器具エ
アロプレスの、携行しや
すさに特化したのがいま
人気のエアロプレスゴー

¥8,580　問SORA

Utility & Relax Item

コーヒーをすばやく抽出！

西多摩エリアのキャンプ場
西多摩エリアには、冬に営業しているキャンプ場もいっぱい。

個性豊かな施設をピックアップしてご紹介します。

モリパークアウトドアヴィレッジ 検索

各アプリで検索

[ Facebook ] [ Instagram ][ Twitter ]

アウトドアヴィレッジ最新情報をお届け！
３つの公式SNSで

冬も楽しめる！

開放的な雰囲気で
のびのび過ごせる

奥多摩駅のすぐ近く、多摩川沿いにあ
り開けた気持ちの良いロケーションが
魅力。徒歩圏内に温泉施設「もえぎの
湯」があり気軽に立ち寄れます。

定休日：2022年12月
25日～2023年1月6日
利用料金：1泊¥1,500
（大人1人）～

Data

1
Camp Site

氷川キャンプ場

豊かな森のなかで
リラックスした時間を

貸し切りでアウトドアサウナが体験で
きる森のキャンプ場。川の流れるサイ
トでのんびり、バンガロー泊でバーベ
キューなど自由に楽しめるのが魅力。

東京都あきる野市深沢198
TEL. 070-3985-4878
定休日：2022年12月
26日～ 2023年1月6日
利用料金：1泊¥3,000
（大人1人）～

Data

2
Camp Site

自然人村

家族や仲間と
ワイワイ楽しめる

1日1組限定、貸し切りで利用できる
のでファミリーやグループにピッタリ。
バンガロー、テントサイトがあり無料
のレンタル品も充実。

東京都西多摩郡日の出町
大久野4299
TEL. 070-4817-8264
定休日：なし
利用料金：1泊¥24,000
（大人4人～）～

Data

3
Camp Site

CHILL OUT BASE WEST TAMA

WOODLAND BOTHY
静かな森のなか、極上の時間が過ごせる
1日1組限定のグランピング施設。シェ
フが地元ブランド「秋川牛」などを使っ
た食事を提供してくれます。近くには貸
し切りで利用できるキャンプサイトも。

東京都あきる野市養沢684
TEL. 042-596-6645
定休日：不定休
利用料金：1泊2食¥84,700（大人2人）～

Data

Column

至れり尽くせりのグランピングを体験！

おかげさまで13,000
「いいね！」突破！イベン
ト情報を中心に発信中！

「ピピッ！」ときたら様 
々つぶやいてます。ぜひフ
ォロワーになってください

LANGUAGE：English

https://
outdoorvillage.

tokyo

イベント情報、
ショップからの
最新ニュースは
こちらから

「楽しい・オシャレ・
カワイイ」をテーマに最新
情報をUPしています♪

東京都西多摩郡奥多摩町氷川702
TEL. 0428-83-2134

0908 Tokyo Mountain Life



for
Women

for
Men

for
Men

for
Women

for
Women

for
Men

文◎福瀧智子　Text by Tomoko Fukutaki　写真◎加戸昭太郎（P10～12）　Photo by Shotaro Kato

¥15,000-予算

手の甲にはソフトなフリー
ス、手のひら側には丈夫で
グリップ力の高い二重織フ
リースを配置。写真は木の
ヤシを意味するコロゾナッ
ツカラー

マウンテンハードウェア／
ハイキャンプ
シェルパグローブ
￥4,400　
問コロンビアちょこんとかわいい佇

まいのフィッシャーマ
ンキャップ。リサイク
ルウール製で風合いが
やわらかく、無段階で
フィット調整ができる
アジャスター付き

ショッフェル／
リサイクルウール
フィッシャーマンキャップ
￥4,290　
問ショッフェル

米国ニューヨーク発のランタンブラ
ンド「デイツ」。そのもっともポピ
ュラーな製品で、オイルランタン特
有の炎が卓上や空間をやわらかく照
らします。ご自宅の夜にもおすすめ

デイツ／
ハリケーンランタン#78
¥5,665　問SORA

ガス缶に本体を設置するだけ。マン
トルを使わず、キャンドル風に小さ
な炎が揺れるガスランタンです。
230gのガス缶で約28～38時間燃
焼を続けます

コールマン／
ルミエールランタン
￥6,980　問コールマン

for
Men

for
Women

チャムスで人気の毛足の長いもこも
こなエルモフリースを使ったミニト
ートバッグ。キャンプからデイリー
まで秋冬のコーディネートにぴった
り！ カラーは全5色展開

チャムス／
エルモフリースミニトートバッグ
¥5,280　問チャムス

フリースの元祖ともいえる同社のフ
ァイバーパイルに厚みを持たせ保温
性をアップ。防風性の高い裏地と合
わせてもこもこ暖かいキッズ用アウ
ターが完成しました。大人用も展開

ヘリーハンセン／ファイバーパイル
サーモカーディガン（キッズ）
￥18,700　問ヘリーハンセン

ウールブランケットが人気の同社か
ら152×178㎝の大判タオルが登場。
キャンプのほか、自宅の就寝時やソ
ファカバーなどにも大活躍！   肉厚
コットン製なので洗濯機もOK

ペンドルトン／
タオル フォーTWO
￥17,600　問エイアンドエフ

やわらかな風合いの生地と光沢ある
PUレザーを用いた高機能ブーツ。
裏地は体熱で内部を温めるオムニヒ
ートインフィニティ、底部には凍っ
た路面も歩行しやすいソールを採用

コロンビア／サップランドII
ディーヴァ サイドジップウォーター
プルーフオムニヒートインフィニティ
¥16,940　問コロンビア

¥5,000予算 前後

Present

気軽にフィールドへ持ち出せるコンパクトなハンモック。
軽量な生地は肌触りがよく、強度も申し分なし。愛読書を
手に木陰で気ままな時間をどうぞ

モンベル／フィールドハンモック
￥10,780　問モンベル

ロングセラー「ヌプシ」シリーズのリラックスミュール。
雰囲気のよいコーデュロイ生地にダウンの羽毛を封入。驚
きの保温力で足元を暖かく守ります

ザ・ノース・フェイス／ヌプシミュールコーデュロイ
￥11,990　問ザ・ノース・フェイス

1枚の薄いチタン板で
作り上げたドリンクボ
トル。飲み口は当たり
のよい厚みにするこだ
わりようで、軽量で強
度も◎。新潟・燕三条
の職人技術が光ります

スノーピーク／
オーロラボトル800
￥14,300　
問スノーピーク

ハイキングやランニン
グ、自転車などアクテ
ィブなシーン向けの軽
量パック。ショルダー
部分にはフラスクやス
マホを入れられるポケ
ットがあり便利です

サロモン／
XT 6
￥9,900　問サロモン

¥10,000-¥15,000予算

Winter Gift

山好き、キャンプ好きなあの人に

右のアイコンのついている商品をメンズセット、
ウィメンズセットとし、男女各１名様にプレゼントいたします。
メールで、住所・氏名・電話番号・年齢・件名「読者プレゼント」、
希望のセットを明記のうえ、下記アドレスまでご応募ください。
アドレス：info@outdoorvillage.tokyo　
締め切り：2023年2月28日（火）
※当選の発表は製品の発送をもってかえさせていただきます。
当選のお問い合わせには回答できません。

抽選で
男女各1名様に
掲載アイテムを
プレゼント！

ギフトにおすすめの
アウトドアアイテム

フィールドでも街でも役立つアウトドアアイテムはギフトにもピッタリ。
アウトドアヴィレッジ各店のおすすめ商品を価格帯別でご紹介します！

1110 Tokyo Mountain Life



ご自由に
お持ちください。

FREE

[ トーキョー・マウンテン・ライフ ]

モリパークアウトドアヴィレッジ通信
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ギフトにおすすめの
アウトドアアイテム

男女1名ずつに商品セットをプレゼント！

2022 Winter
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