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暖かくなり、フィールドに出て遊びたくなる春。
仲間や家族といっしょでも、ひとりでも、キャンプなら自由に楽しめて、

たっぷりと自然を感じることができます。
この春、アウトドアヴィレッジの各店でアイテムを揃えて、

みんなでキャンプを楽しみましょう！

お気に入りの道具を揃えて、いざフィールドへ！ 

みんなで春キャンプ

四角い形状とチャ
ムスらしいツート
ンのカラーリング
がかわいらしい新
作テント。ポール
を四隅に立てて張
り綱とペグで固定
するだけと設営も
簡単です／C

チャムス／
ブービースク
エアテント４
￥74,800

定番2ルームテントにコットンの
ような風合いが魅力のポリエステ
ル素材が仲間入り。設営しやすい
構造とファミリー 4人でも快適に
過ごせる居住性が魅力です／D

コールマン／
タフスクリーン２ルームTX/MDX
￥103,290

ダブルウォールなのでアウ
ターだけでシェルターとし
て、インナーを付けて2ル
ームテントとしても使えま
す。高さがありテント内で
立つことも可能です／N

ザ・ノース・フェイス／
ランダー4
￥71,500

TENT & TARP
Category

フィールドでのリビングや寝室を作り出すことがで
きるテントとタープ。さまざまなサイズがあるので、
選ぶ際は対応人数をしっかりチェックしましょう。

［テント＆タープ］

この春、新たに登場したエ
ントリーモデル。テントは
自立するので初心者でも立
てやすくなっています。同
じ素材で作られたタープと
のセットがおすすめ／L

スノーピーク／
ランドネスト M 
テントタープセット
￥80,300

落ち着いた

アースカラ
ーも◎

［ トーキョー・マウンテン・ライフ ］

Cover Photo
by Shingo Inomata

Cover Goods　ワイドティピー /3025（コールマン）、チェアワン（ヘ
リノックス／モンベル）、マルチ フォールディング テーブル ワイド、キ
ャンピングトートバッグ L（ともにモンベル）、LNドリンクボトル（ヘリ
ーハンセン）、テントスキレット8インチ（ロッジ／エイアンドエフ）、エ
ナメルタンブラー、カウボーイワック15、マルチカラーグローブライト、
レイルロードランタンLED（すべてベアボーンズ／エイアンドエフ）、キ
ャンパークーラー 18L、リムーバブルケースS（ともにチャムス）

「トーキョーマウンテンラ
イフ」は、東京を拠点に登
山やキャンプ、野外フェス、
水遊びなど、周囲に広がる
豊かなフィールドを感じて
楽しむアウトドアをご紹介。
日本のすばらしい自然をも
っと身近に感じられる厳選
情報をお届けします。

What’s “TOKYO
MOUNTAIN LIFE”?

発行・問い合わせ
モリパークアウトドアヴィレッジ
TEL.042-541-0700
※本誌掲載の写真・図版・記事等の
無断掲載、複製、転載を禁じます。
※本誌掲載の価格でとくに注記のな
いものは、すべて税込価格となりま
す。
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エイアンドエフカントリー
TEL. 042-519-6380
エイアンドエフカントリーヘッジ
TEL.050-4560-2063
チャムス　TEL.042-519-6809
コールマン　TEL. 042-500-6177
コロンビア　TEL. 042-546-5454
ハーベステラス 
TEL.042-549-0546
ヘリーハンセン
TEL.042-588-6010
メトスサウナソッピ
TEL.042-545-3738
モンベル　TEL. 042-549-0535
マウンテンハードウェア
TEL. 042-546-5454
ショッフェル　TEL.042-546-8588
スノーピーク　TEL. 042-519-7685
SORA（ソラ）
TEL. 042-519-6780
ザ・ノース・フェイス
TEL. 042-519-1980
モリパークスポーツ 
ウォール＆スタジオ
TEL.042-510-7183

ショップリスト

※上記はモリパークアウトドアヴィ
レッジ内の店舗の電話番号です
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TABLE & CHAIR
Category

快適に過ごすために重要なテーブルとチェア。それ
ぞれハイとローがあるので高さを合わせることが大
事です。座り心地は店で実際にチェックしてみて。

［テーブル＆チェア］

COOKING TOOL
Category

キャンプのメインイベントともいえるのが料理。た
くさんの道具があるので作りたいものをイメージし
て、それに合う道具を揃えていくのがおすすめです。

［クッキングツール］

SLEEPING GEAR
Category

寝袋はモデルにより適する温度域がさまざま。時期
を考えて最適なモデルをチョイスしましょう。マッ
トは地面の凹凸を感じにくいエアタイプがおすすめ。

［スリーピングギア］

ポリエステルの中綿がたっ
ぷり入った封筒型寝袋。春
から秋まで3シーズン使え、
暑い時期はサイドのファス
ナーをフルオープンにすれ
ば快適に過ごせます／D

コールマン／
パーカー / C2
￥8,800

幅広でゆったり寝られるフ
ォーム入りエアパッド。厚
みが38㎜あり地面の凹凸
も吸収。スタッフバッグで
空気が入れられます／I

幅が100㎝あり2～ 4人で使える折り畳みタイプのテー
ブル。部分的使われた赤いカラーがサイトを華やかにし
てくれます。高さはハイ、ローの2段階で調整可能／C

チャムス／
フォールディング
テーブル 100
￥12,980

3段階にリクライニン
グできるのでシーン
に合わせて最適なポ
ジションで座れます。
新登場のグレージュ
カラーはナチュラル
な色合いのサイト作
りにピッタリ／D

￥11,880

コールマン／レイチェア

シーンやチェアに合わせ
て高さを3段階で調整可
能。天板は畳んでコンパ
クトに収納できるので持
ち運びも手軽。4人なら
ゆったり、最大6人程度
でも使えます／I

モンベル／
マルチ フォールディング
テーブル ワイド
￥27,500

定番のヘリノックスのチェ
アがブルーサイン認証を受
けたサステナブルな生地に
アップデート。どんなシー
ンにもハマる落ち着いたカ
ラーも魅力です／A

￥18,400

ヘリノックス／
コンフォートチェア

モンベル／
キャンプパッド38 180
￥16,280

身体にフィットし熱を逃し
にくいマミータイプ。軽く
て保温力の高い中綿素材が
使われており対応温度は－
1℃まで。春先や晩秋の寒
い時期でも安心です／J

マウンテンハードウェア／
ラミナ 30F/-1C Reg
￥27,500

フライパンとソースパン各2サイズ、フ
タ2サイズ、ハンドルのセット。ハンド
ルが取り外せるので、作った料理をその
ままテーブルに並べるのも◎／C

キャンプ気分が盛り上がる豪快な
バーベキューを手軽に楽しめる卓
上グリル。グリルプレートは取り
外し可能で使った後の手入れがし
やすくなっています／A

ロッジ／
スポーツマンズグリル
￥40,700

チャムス／
チャムスクックウェアセット
￥19,580

トランギア／
ラージ メスティン
￥3,190

さまざまなレシピが紹介されてお
り大人気のメスティン。容量1,350
㎖のラージサイズは3.5合まで炊
飯可能で、ファミリーやグループ
におすすめです／K

使うたびに味わいが増すス
チールスキレット。ハンド
ルは熱が伝わりにくい木製。
長めに設定されているので
焚き火料理でも便利に使え
ます。12インチも展開／A

ベアボーンズ／
スチールスキレット9
￥8,800

熱効率に優れすばや
くお湯が沸くジェッ
トボイル。シリーズ
最軽量のこちらは登
山などでも活躍して
くれます。すべての
パーツをクッカーに
収納可能／I

ジェットボイル／
スタッシュ
￥20,350

コロンビア／フェスティバルウッズ
17Lクーラートート
￥7,260

運びやすいトート型のクーラー。
容量は17ℓで食材や飲み物が
たっぷり入ります。
中には保冷剤を入
れるメッシュ
ポケットも。
昭島店では2
色展開／E

ともに長さ36㎝あ
り調理やサーブなど
さまざまなシーンで
活躍。美しい木目の
タモ材が使われてお
り、温かみのある食
卓の雰囲気を演出し
てくれます／A

ベアボーンズ／
ウッドスプーン、
ウッドスパチュラ
各￥2,750

2重構造のチタン製ボウル。熱いも
のが冷めにくく、さらに器の外側は
熱くならないので安心して持つこと
ができます。スタッキングも可能／L

スノーピーク／
チタンダブルボウル
￥7,590（400）、
￥8,910（600）

布団感覚で使いやすい！

重ねれば
コンパクトに！

0504 Tokyo Mountain Life



風を防いで

雨は弾く！

UTILITY GEAR  
Category

キャンプをより楽しく、便利にしてくれるさまざま
な道具。個性豊かなアイテムが各店で販売されてい
るので、宝探しのような気分で探してみて。

［ユーティリティギア］

CLOTHING
Category

フィールドを想定して作られた機能的なウエアやサ
ンダルなら、キャンプで快適に過ごせます。普段も
使えるアイテムも多いので、ぜひチェックしてみて。

［クロージング］

とどまることを知らないサ
ウナブーム。サウナを楽し
めるキャンプ場も増えてい
ますが、マイサウナがあれ
ば、いつでもどこでもとと
のうことができます！

テントサウナで
チルアウト！

テントや薪ストーブなどがセッ
トに。テントの設営は簡単でコ
ンパクトに収納できます。同じ
モデル同士の連結も可能／H

メトス／
テントサウナ®ICOYA
￥275,000

Column

暑くなってきたとき
にあるとうれしいサ
ーキュレーター。最
大風速で7時間、最
小風速で32時間稼
働します。タイマー
でオフにできるので
就寝時も安心／M

クレイモア／
ファン ブイ 600+
￥7,920

※写真は別サイズになります。

2,200ルーメンもの明る
さを誇り色温度も変えら
れるLEDライト。大容量
バッテリーを搭載してお
りモバイルバッテリーと
しても活躍します／M

クレイモア／
ウルトラ 3.0 M
￥12,980

独自の二重構造で高い燃焼効率を
誇る焚き火台。別売のクッカース
タンド（￥2,420）を付ければ焚
き火料理も楽しめます。折りたた
んでコンパクトに収納可能／I

モンベル／
フォールディング ファイヤーピット
￥19,800

かわらしいブービーバー
ド型のLEDライト。テン
トのガイラインに付けれ
ば、夜間のつまずきを防
げます。点灯パターンは
点灯と点滅の2種類／C

チャムス／
ブービーLEDマーカー
￥2,420

細かいものをまとめて収納でき、チェアなどに取
り付けることも可能です。サイズはSとM、各3
色あるのでコーディネートも楽しめます／C

チャムス／
リムーバブルケース
￥3,850（S）、￥5,940（M）

難燃素材が使われており
火を扱うシーンで活躍。
ファスナーで上部を外せ

ショッフェル／
ダイナモナスエプロン
￥13,200

ば前掛けになり
ます。ポケット
やギアループも
充実／K

普通のコットンTシャツのようで、
実は難燃加工が施されていて燃え
にくいキャンプ向きの仕様。胸に
ポップコーンをプリント／C

チャムス／
フレイムリターダントチャムス
ポップコーンTシャツ
￥5,940

ザ・ノース・フェイス／
ギアメッシュベスト

合計10ものポケッ
トがありさまざまな
ものを収納すること
ができます。キャン
プ中はもちろん普段
のちょっとした外出
にも使えて便利／N

￥27,500

ローテクなイメージ
のマウンテンパーカ
をゴアテックス・イ
ンフィニアムの防水
透湿素材でアップデ
ート。豊富なポケッ
トが便利です／C

￥29,700

チャムス／
ゴアテックスインフィニアム
キャンピングパーカー

Photo / Shotaro Kato

人間工学に基づいたサンダ
ル作りを続けるチャコの新
作は、遊び心のある左右非
対称のストラップがポイン
ト。水辺のキャンプに／A

チャコ／メンズ ボーディ、
ウィメンズ ボーディ
各￥9,900

取り外して
上から送風も！

奥多摩駅からすぐ、電車でも行
きやすい西多摩エリアきっての
人気キャンプ場。キャンプサイ
トは多摩川のナイスビューが。

氷川キャンプ場
多摩川の河原で自然を堪能！

東京都西多摩郡
奥多摩町氷川702
TEL. 0428-83-2134
利用料金：1泊¥1,500
（大人1人）～

Data

場内を流れる川のせせらぎが心
地よい森の癒やしスポット。多
摩産材を使ったバレルサウナを
貸し切りで堪能できます！

自然人村
森のなかを小川が流れる。

檜原村の山間、北秋川のほとり
に位置する自然豊かなキャンプ
場。すぐ近くには東京都指定天
然記念物である神戸岩も！

ロッヂ神戸岩
名勝「神戸岩」もすぐそば！

東京都あきる野市
深沢198
TEL. 070-3985-4878
利用料金：1泊¥3,000
（大人1人）～

Data

東京都西多摩郡
檜原村神戸8034-2
TEL. 042-598-1029
利用料金：1泊¥4,950
～（１サイト／４人まで）

Data

Column

自然豊かな西多摩エリアのキャンプ場から、涼を感
じられる水辺のキャンプ場をピックアップ！西多摩エリアおすすめキャンプ場水辺で

のんびり！

0706 Tokyo Mountain Life
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左）お気に入りのキャンプ場のひとつ、本栖
湖畔の浩庵キャンプ場。富士山の絶景も楽し
める。上）最近始めたSUP。無心になれる

晴れていれば、コットの上でのんびり。都会では味わえない非日常の世界へ

ときには
アクティブに。
楽しい時間

自然のなかでは
よりシンプルに。
幸せな空間

久保七海さん

スノーピーク 昭島
アウトドアヴィレッジ店

Profile

幼少時からキャンプに
親しみ、学生時代はス
キューバダイビングに
没頭。アウトドア関連
の仕事をしたいと思い、
2021年スノーピーク
入社。現在、接客を軸
に多彩な情報をSNSで
発信。休日はキャンプ
や島旅を満喫している

私流アウトドアの
楽しみ方をインタビュー！

文◎山本晃市　
Text by Koichi Yamamoto

アウトドアヴィレッジ

Vol. 01スタッフ通信

眺めているだけでいい。それから、夜になっ
たら星空を眺めたり、写真を撮ったり……。
キャンプではゆったりまったりと過ごしてい
ます（笑）」
　なにをするわけでもない。ただただ自然の
なかに溶け込んでいく。お気に入りのコット
の上でゴロゴロして、普段味わえない感覚、
研ぎ澄まされていく感覚に浸る。それだけで
幸せだという。
「キャンプは難しく考える必要はまったくな
い、そう思っています。気軽に自然を楽しみ
に行く、そんな感覚でアウトドアへの第一歩
を踏み出してほしい。仕事を通じても、多く
の方にそんな自然の魅力を感じていただけれ
ばと思っています」

自「

なか感じられないもの、朝露や緑の匂い、自
然のなかだからこそ感じられるこうした独特
な感覚が大好きなんです。だんだん暖かくな
る春先、グリーンシーズンは、こうした感覚
を体感できるベストシーズンです」
　そう話す久保さんは、この季節、水辺のキ
ャンプ場や標高が高めのフィールドで星空の
きれいなキャンプ場を選ぶことが多い。
「水辺がとても好きなんです。ただボーっと

然の匂いや音をダ
イレクトに感じら

れる」。久保さんにとっ
てキャンプ最大の魅力は、
ズバリこれだという。
「都会や市街地ではなか

写真◎加戸昭太郎

デイリーに使えるアウトドアアイテム
使いやすさや質感にこだわって作られたアウトドア製品は、家でも大活躍！

普段使いしたくなるアイテムをピックアップしました。

1

3

4 5

6
7

インテリアショップ「アクタス」とのコラボ
商品。再生プラスチックに紀州漆器の技法を
使った塗装が施され表面はマットな質感／G

ヘリーハンセン／
LN プラボウル、LN プラスタッキングマグ
各￥1,100（ボウル）、各￥990（マグ）

エアー式のカウチは気軽に
持ち運べ家での使用にもピ
ッタリ。火の粉で穴が空き
にくいように難燃素材のカ
バーで覆われています／D

コールマン／
エアカウチ ダブル
￥25,850

定番のワンアクションテーブルの軽量モデル
が新登場。キャンプで重宝するロータイプは
リビングテーブルとしても活躍します／L

スノーピーク／
ワンアクション
ローテーブル 
Light Bamboo
￥48,400

道具の収納や持ち運び
に便利な大型トートバ
ッグ。底にはクッショ
ン材が入っています。
開口部にはホコリや雨
を防ぐフラップも／I

モンベル／
キャンピング
トートバッグ L
￥10,450

サヨウ（葉踊）という
名の通り、葉が踊る姿
を楽しめるティーポッ
ト。セットの湯のみと
ともにスローなティー
タイムを楽しんで／L

サヨウ
￥15,400

腐食や摩耗に強いアルマイト処理
を施した軽量なアルミフレームと
高強度ナイロンを使用。ベランダ
や外へ気軽に持ち出せます／N

ザ・ノース・フェイス／
TNFキャンプスツール
各￥15,400

二重構造で保温・保冷性能に優れ
る定番ドリンクボトルの新作。リ
ラックス感のあるデザインで普段
使いしたくなります／G

ヘリーハンセン／
LN ドリンクボトル
各￥4,620

そのまま外
に

持ち出せる
！

空気を抜けば超コンパクトに！

家でも、外でも！ 暮らしに寄り添う道具を取り入れよう。
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アウトドアの達人が行くお買物ツアー
気分がグンと上がる春キャンプ編#17

アウトドアの達人がアウトドアヴィレッジでセレクトしたアイテムのすべてを1名様にプレゼント。
今回は春キャンプで使いたい、気分を盛り上げてくれるギアを中心にピックアップしました。

写真◎柏木ゆり　Photo by Yuri Kashiwagi

①フラットバーナー（スノーピー
ク￥14,520／L ※ガス缶は付属
しません）②ダブルパンクッカー
（コールマン￥4,950／D）③ソ
フトクーラー 18（スノーピーク
￥12,540／L）④スタッキング
キャンパーマグカップセット（チ
ャムス￥2,420／C）⑤グラー
トハンマー（ゼインアーツ￥
4,620／A）⑥チェアワン（ヘ
リノックス￥14,960／I）

５万円相当小川セットPRESENT

暖かい季節に
重宝するクー
ラー。「ソフ
トタイプは軽
く、持ち運び
しやすいので
便利です」

便利なギアで楽しいひとときを

今回の目利き

小川迪裕さん
キャンプメディアの編集・ライター。メ
ーカーのコンテンツ制作やテレビのキャ
ンプシーンのスタイリングなどでも活躍

　仕事柄、アンテナを高くして
新商品からコスパの高いものま
で幅広く日々リサーチする小川
さん。「清々しい春キャンプは、
明るい色の道具を使うと気分が
上がりにぎやかになります。ま
た収納袋に入れてコンパクトに
なるものは、かさばりにくいの
で小さい車に載せたり、家で保
管したりするのに便利ですよ」
　今回は、春らしい彩り豊かな
道具と、小さくして持ち運べる
ギアを選んでくれた。「スノー
ピークのバーナーとゼインアー
ツのハンマーは人気が高く、キ
ャンプ場でも話題になること間
違いなし。ん～、自分でも全部
ほしいです（笑）」

1名様に全6点をプレゼント！

全6点のアウトドアグッズを1名様にプレゼントいたします。
住所、氏名、電話番号、年齢、件名「読者プレゼント」、冊子を入手した
場所を明記のうえ、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5月31日（水）
※当選の発表は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。

応募方法

3

1

2

4
6

5

Tofu Shop
手作り豆腐や
うの花ドーナツが大人気

檜原とうふ 
ちとせ屋

Lunch Market & Cafe

おいしい食事とともに
森のカフェで深呼吸

焼酎から香りの製品まで
檜原村の魅力を発信

山ごはんカフェ 
ヒノハラテラス

ひのはら
ファクトリー

檜原村の清らかな水とこだわりの
国産大豆、赤穂の本にがりで作る
各種お豆腐が並ぶ「ちとせ屋」。
おからを豆乳で練り上げた「うの
花ドーナツ」は観光客や登山者が
列をなすこともあるほどの人気で、
揚げたてを頬張るとなんともシア
ワセな気持ちに！ お土産にも喜
ばれ、また夏は冷たい豆乳も美味。

檜原村の名所「神戸岩」に向かう
途中にある自然派カフェ。檜原村
や近隣で採れる新鮮な野菜や特産
品を使ったおいしい定食、季節ご
とに変わるデザート、手作りジャ
ムなどが好評で、周囲の自然に溶
け込むような雰囲気も多くの人を
ひきつける魅力。川のせせらぎが
聞こえるテラス席も！

2021年夏にオープンした「ひの
はらファクトリー」は、檜原村の
じゃがいもと水を使用した「じゃ
がいも焼酎 ひ乃はら物語」の製
造所。それだけに留まらず、施設
内には檜原村産のヒノキの精油を
はじめとした香りの製品や、木工
品、雑貨も並び、地元食材を用い
た軽食カフェも併設しています。

東京都西多摩郡檜原村5557
TEL.042-598-0056
営業時間：9:30～ 16:30
（ドーナツ販売は10:30頃から）
定休日：火曜、第1・3・5月曜、
年末年始

Data
東京都西多摩郡
檜原村神戸3395
TEL.042-588-4828
営業時間：11:30～ 17:00L.O.
（ランチ14:30L.O.）
定休日：月・火・第1水曜

Data
東京都西多摩郡
檜原村小沢4023-1
TEL.042-588-5170
営業時間：11:30～ 16:00
定休日：月・火曜
（繁忙期は火曜のみ）

Data

Workshop
子どもの成長と机の変化も楽しみに！

檜原村の木を使い親子で学習机を作ろう！

日程：毎月第２土曜日
会場：東京都西多摩郡
檜原村小沢3789-1
料金：99,000円 /1台
定員と対象：各回親子
４組（お子さんは5歳以上）
TEL.042-588-5613

Data

Field & Area

東京・多摩地域の西側にあ
り自然がたっぷりの檜原村。
遊びからグルメまでおすす
めスポットをご紹介します。

アウトドアヴィレッジ 
フィールド＆エリアガイド

檜原村 後編

Vol.10

村の面積の93％が森林という檜原村
で林業を営む「東京チェンソーズ」。
森で伐った天然木を使って親子で本格
的な学習机を作るワークショップを毎
月第２土曜日に開催！ 単に机を作る

だけでなく、森の役割を学んだり、山
できこり体験をしたり……と木を通じ
て貴重な自然に触れることができます。
子どもの成長とともに経年変化してい
く机の姿もまたその後の楽しみに。

1110 Tokyo Mountain Life



[ Facebook ]
平日11:00～20:00、土・日・祝10:00～20:00
※変更の可能性あり。
最新情報はホームページ等でご確認ください。

営業時間：

水曜日（祝日の場合は翌日）
定休日：

モリパークアウトドアヴィレッジ
所在地：

〒196-8533　東京都昭島市田中町610-4
TEL.042-541-0700

車の場合： 中央自動車道「八王子 I.C.」より約20分。
 圏央道「あきる野 I.C.」「日の出 I.C.」より約25分。
 国道16号、五日市街道の幹線道路等のご利用も便利です。
電車の場合：JR青梅線「昭島駅」北口より徒歩3分

アクセス：
モリパークアウトドアヴィレッジ 検索

各アプリで検索

[ Instagram ] [ Twitter ]

LANGUAGE：English

https://outdoorvillage.tokyo

アウトドアヴィレッジの
最新情報をチェックしよう！

特典いっぱいの
「アウトドアヴィレッジエポスカード」

アウトドアヴィレッジを利用する人におすすめの「アウトドアヴィレッジエポスカード」。
駐車場サービス、買物金額に応じてもらえるポイントなど、さまざまな優待が受けられます!

1 2 3

初心者から楽しめるカヤック講習を開催。
奥多摩で20年以上ガイドを続ける後藤
めぐみさんがていねいに教えてくれます。

特典：カヤック体験おひとり500円引
き（一部対象外ツアーあり。予約時に優
待利用を申告）

Data 東京都西多摩郡奥多摩町白丸48-2
TEL.0428-76-0981

グラビティ奥多摩ベース
気軽にリバーツーリング！

南沢あじさい山
外国人も訪れるあじさいの名所

駅前BBQ B-YARD
大空の下でホンモノのBBQを！

約1万株のあじさいが植えられ、夏には
ブルーやピンクの花が山の斜面を彩りま
す。見ごろは6月下旬～ 7月初旬。

特典：あじさい開花シーズン入山料50
円引き（入店時にカードを提示）

Data 東京都あきる野市深沢368
TEL. 090-5540-9100

本場アメリカ製のグリルで本格的なバー
ベキュー料理が味わえます。御岳の山々
と川を望む開放的なロケーションも魅力。

特典：1グループ（4名以上）にボトル
ワイン1本orアイスティ 1リットルプレ
ゼント（入店時に優待利用の旨を申告）

Data 東京都青梅市御岳本町359
TEL. 050-5372-8491

優待が受けられる提携施設
提携施設をピックアップしてご紹介。ほかにもたくさんの提携施設があります!

◎入会金・年会費が永年無料
◎アウトドアヴィレッジの駐車場が＋1時間無料
◎普段のお買物でも税込200円につき1ポイントが貯まり、
貯まったポイントは「アウトドアヴィレッジエポスお買物券」に交換可能
◎アウトドアヴィレッジエポスカード10％OFFセールを開催

ご利用特典 ほかにもお得が
いっぱい！

詳しくはコチラで
チェック！

対象カード

E0Z DNP169999999999

A 07 DNP169999999999

Made from 75% recycled plastic
E1A DNP169999999999

A 07 DNP169999999999

Made from 75% recycled plastic

E1C DNP169999999999

A 07 DNP169999999999

Made from 75% recycled plastic E1N DNP169999999999

A 07 DNP169999999999

Made from 75% recycled plastic E1B DNP169999999999

A 07 DNP169999999999

Made from 75% recycled plastic


