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［板長バル］
牛豚鶏どれを食べても絶品！全国から選りす
ぐった、おいし～いお肉が楽しめます◎

3
［イルスイート大和田］
越のルビーイタリアントマ豚汁、炭火焼き鳥、
生ビールやハイボール！お待ちしています♪

2
［炭火ステーキキッチン＆バル］
おいしいお肉がリーズナブルに食べられる！
気軽にお楽しみいただけるステーキハウス♪

4
［寄鳥味鳥商店］
「無性にしゃぶりつきたい鳥がある♪」
早い旨い安い３拍子揃った大衆鳥専門酒場！

5
［ブシェリ片町］
福井片町で気軽に楽しめる肉バル。ちょっと
した日に､ちょっとオシャレに贅沢に｡

7
［ la-clarté］
竹田の薪オーブンのあるレストラン。４種の
ランチＢＯＸご用意してお待ちしております♪

6
［水色食堂］
福井大学近くにあるカウンターのみのオシャ
レ食堂。カレーが人気の雰囲気のいいお店◎

14
［九頭竜ワゴン］ ★１９日(土)のみ
黒龍酒造が造る地酒「九頭龍」のコンセプト
カー。福井県内を中心に活動しています♪

13
［crepe shop Sunny's］
クレープの移動販売を通じてたくさんの笑顔
に出会えるように頑張っています♪

18
［雲職人NUAGE］
移動式パティスリー。どこにもない商品づく
りがコンセプト、NUAGEの逸品をどうぞ。

15
［MAPS］
旅好き夫婦が手作りにこだわったピザをお届
け！金沢を中心に北陸３県で出店しています。

16
［YUMMY］
どこに行っても人気のから揚げを販売！
全国ご当地グルメにも選ばれました◎

11
［L'ESSENTIEL］ ★２０日(日)のみ
一口食べて素直においしいと思える、シンプ
ルに幸せを感じられるパンをお届けします。

9
［Boulangerie Teto］
エルパ近くの小さなパン屋さん。国産小麦を
使い自家製天然酵母にもこだわっています。

17
［いちろくラーメン］
オリジナル極旨スープ♪ラーメン屋とは思え
ないオシャレなキッチントレーラーに注目！

8
［和フレンチ IORI］
今年７月にオープンした和フレンチ店。県内
の農家から仕入れた有機野菜などを使用♪

12
［ゴリラカフェ］
世界７０ヶ国を旅しながらも日本最古の醤油
蔵元に所属する店主。週末限定移動カフェ！

29
［福井トヨタ］
人気のシエンタは車中泊できる仕様、またア
ウトドア派に嬉しいプラドの展示もあり♪

28
［ Jeep］
アンケートにご回答いただいた方に、入手困
難な Jeep ステッカーを先着でプレゼント♪

27
［AUTOPROZ］
アメリカと勝山市に拠点あり！キャンパーに
人気のハイラックスをカスタマイズ展示。

26
［Woodpecker］
薪割機キンドリングクラッカーの体験会をし
ます！お子様にも大人気のワークショップ。

［塚本功］
１０/１９(土)１４：００～１４：４５
ネタンダーズ ギタリスト&ボーカリスト。
小島麻由美、ASA-Chang &ブルーハッツ等の専属ギタリスト、
けもののサポートなどを務め、昨今はソロライブも展開中。
ギター 1本とは思えぬ迫力ある演奏が全国各地で熱い支持を
獲得している。

［けもの］
１０/１９(土)１６：００～１６：４５
「けもの」はシンガーソングライター青羊のソロプロジェクト。
デュオやバンドなど演奏編成は流動的。
菊地成孔プロデュースによるアルバムの発売や、楽曲が映画の
エンディングに起用されるなど活躍の幅を広げている。
ダブやロックを取り込みセルフプロデュースも行っている。

［国府達矢］
１０/２０(日)１４：００～１４：４５
アルバム「ロック転生」が、七尾旅人の「911 FANTASIA」に
大きな影響を与えるなど、他アーティストからの支持も熱い。
また Salyu への楽曲提供も行うなど、活動は多岐にわたる。
アルバム「ロックブッダ」は、昨年国内外のベストアルバムに。
今年９月にはアルバムを２枚同時リリースしている。

［ビューティフルハミングバード］
１０/２０(日)１６：００～１６：４５
のびやかさやあたたかさ、透明さや力強さを合わせ持つ声と、
しなやかなアコギの音色が、独自の世界をつくり出す。
NHKみんなのうた、おかあさんといっしょに楽曲を提供。
ドラマのエンディングやCMソングなども手がけている。
さまざまなクリエイターからの信頼も厚いユニット。

MUSIC LIVE
４アーティストによるライブ。開放感のある野外で聴く音楽は格別♪

FREE MARKET SITE
アウトドア用品フリーマーケット

１０/１９(土) ,２０(日)１１：００～１６：００
事前募集でご応募いただいた一般の方＆サンデーマウンテ
ンスタッフよるアウトドアジャンル限定のフリマです。
掘り出しモノがあるかも♪お気軽にお立ち寄りください◎
出店者とアウトドアトークで盛り上がるのもいいですね！
★雨天の場合は中止となります。

ASA-YOGA
テントに囲まれた芝生広場でヨガ体験♪

１０/２０(日)１０：００～１０：５０
受　付：当日９：３０～９：５０（総合案内にて）
参加費：５００円
マットレンタル：５００円（ 先着１０名様 ）
ヨガインストラクター：森川明子先生
★雨天の場合はユリーム内で開催します。

FOOD SITE  福井の美味しいお店大集合♪

［総合ＭC / カリマンタン（福井県住みます芸人）］
ステージ企画の総合ＭCは、吉本興行の福井県住みます芸人、
会田勇人（左）＆高橋むつを（右）によるコンビ、カリマンタン。
２０１９年４月より活動の場を、東京から福井県に移す。
会田はから揚げ１kg を食べられる大喰いで、一番好きな「食」
を通じて福井の魅力をアピール。高橋はメガネの聖地、鯖江市
生まれで勝手に「メガネ芸人枠」だと思っている。

30
［坂井市］
農業もアウトドア？！直売所で販売されてい
る物の試食や、坂井市の名産品をご紹介◎

［福井県キャンプ協会］
去年設立の日本で一番新しいキャンプ協会！
「LET’S ENJOY CAMPING ! 」が合言葉♪

※ TENT SITEへの飲食物の持ち込みはご遠慮ください。

9
［C&C.P.H. EQUIPEMENT］
おしゃれな収納グッズを販売。もちろんキャ
ンプだけでなく家でも大活躍間違いなし。

14
［ JAMES & CO］
ニューモデルのクライミングパンツなど、
２０２０年春夏の新作商品を先行販売します！

15

［clef］
会場限定！！あのNANGAとのコラボキャッ
プを販売します♪ぜひお見逃しなく！

BRAND SITE  イベント限定品やワークショップも！

6
［FEDECA］
折畳式料理ナイフの販売や、ハンドルにワッ
クスを塗装するワークショップを開催！

［platchamp］
独特の風合いを持つホーロー食器。会場限定
でネイタルデザインとのコラボ食器を販売！

10
［Hang Out］
ウッドとアイアンを組み合わせたファニチャ
ー！キャンパー心くすぐる機能的な一面も♪

18
［Chi-bee］
「まあまあ似てない似顔絵」やります♪ 新作
のスウェット、ソックス、バッグもあります。

1
［COBMASTER］
巾着やサコッシュの紐を編んで自分だけのオ
リジナルが作れるワークショプ♪物販もあり。

2
［OUTLAND］
偏光レンズを採用したサングラス。釣りやウ
ィンタースポーツ等スポーツ全般で使える！

4
［&NUT］
Re:designされた事で、ずっと使い続けたく
なるモノへ。お買い得商品の販売もあり。

3
［grn outdoor］
６０/４０クロス素材使用の商品！新商品先行
販売、イベント限定やお買い得商品販売も♪

［MSR］ ★ TENT SITE 展示あり
５，５００円以上ご購入の方に、非売品のステ
ッカーをプレゼントいたします♪

23
［LOGOS］
ガーランドフラッグ＆オリジナルエコバッグ
作りのワークショップを開催します♪

24

［THERM-A-REST］
アウトドアでも快適な睡眠を。登山やキャン
プで使用するマットなどの寝具をご紹介！

［ICEMULE］
ビールやお弁当の美味しさをそのままに、最
高の状態で持ち運べるソフトクーラーです。

20
［FLOAT］
鯖江発のサングラス。テンプルをお好きな色
にカスタム可能♪ 会場限定価格販売もあり。

19
［NATURE TONES］
Instagramで大反響の新作焚火台「タワーオ
ブボンファイヤー」が数量限定で登場予定！

22
［karrimor］
ザックのアウトレットや天然由来素材で作ら
れたエコソウライフのテーブルウェア販売！

［UCO］
アウトドアシーンで灯りといえば！ライトや
キャンドルランタンでお馴染みのブランド♪

［OXFORD PENNANT］
アメリカ発！フラッグやバナーを制作してい
るブランドです。ぜひお気に入りの１枚を♪

［North St. Bags］
X-pac採用の高機能バッグブランド。イベン
ト限定の価格＆モデルをご用意しています！

1
［ snow peak］
キャンプデビューを応援！テント＆タープセ
ット、エントリーパックＴＴの展示即売。

5
［ogawa］
日本の老舗アウトドアブランド。１００年つ
づく歴史ある信頼の製品クオリティ。

［HELSPORT］
テント内で薪ストーブを使ってキャンプした
いならヘルスポート！展示＆即売あり。

［NEUTRAL OUTDOOR］
限定ワゴン予約受注、新作ＴCテント４.０と
ＴCタープ４.０を即売。

［PROCAMPTEK］
今までにない新しい火おこし体験会。ナチュ
ラルな着火剤に特化したニューブランド。

4
［Tschum］
焚き火台即売会。着火が簡単な成形炭ココナ
ッツチャコールブリケットをプレゼント♪

［HEIMPLANET］
空気を入れて立ち上がるエアフレームテント
ブランド。設営体験や予約受注もあり。

［EAGLE PRODUCTS］
熱伝導に優れた底部が銅メッキのケトルがブ
ランドアイコン。訳あり品や特価品を販売。

8
［OLD MOUNTAIN］
カーミットチェア用のカスタムパーツなどを
開発。新商品や会場限定カラー商品もあり！

3
［Tentipi］
ワンポールのおしゃれな外観と設営の手軽さ
が人気のテンティピテント展示即売！

2
［HILLEBERG］
北欧の老舗メーカー。オールシーズン、オー
ルコンディションに適したテント展示即売会。

6
［G-Stove］
ノルウェー発ポータブル薪ストーブ界人気ナ
ンバー１の薪ストーブ！体験会＆展示即売。

TENT SITE  フィールドならではのスケール感！

7
［MINIMAL WORKS］
軽量かつオシャレギア多数！本場の韓国でも
品切れ状態の人気ブランド。要チェック！

10
［美味しい学研究所。］ ★１９日(土)のみ
山好きならご存知！おいしいエナジードリン
ク「おいエナ」を生み出した研究所が今年も♪

16
［halo commodity］
新しい角度から帽子を提案するハロコモディ
ティー。きっとお気に入りが見つかる♪

8
［ZEROGRAM］ ★ TENT SITE 展示あり
北陸ではなかなかお目にかかれないゼログラ
ムのUＬテントが５張同時に見られます！

5
［PINOWORKS］
キーホルダーやシェラカップのハンドルを作
るレザークラフトのワークショップ開催。

12
［BALLISTICS］
ミリタリーやモーターサイクルがベースの雰
囲気ある世界観のアウトドアファニチャー。

17
［TSUNOKAWAFARM］
日本の職人技術を残すための、ジャンルに囚
われないモノづくり＆セレクト！

11
［Peregrine Furniture］
ウッディでナチュラル感あふれるギアは自然
の風景になじみ､美しいキャンプサイトに◎

13
［UNBY］ ★ TENT SITE 展示あり
会社名は「ええ塩梅（あんばい）」から引用。
日本人が考えだすデザインを世界に発信！

7
［muraco］ ★ TENT SITE 展示あり
BRIEFINGとコラボのブラックピーク２Ｐの
テント展示＆先行受注会！限定品の販売も！ 

25
［CHUMS］ ★ TENT SITE 展示あり
イベントでは長蛇の列！人気ワークショップ
ブレスレット作り＆キーホルダーぬり絵開催。

▼ 左下へ続く

AUCTION
アウトドアチャリティーオークション

１０/１９(土)１２：００～１３：００
全商品５００円からスタート、どなたでも参加できます♪
NORDISKのテントやNANGAのシュラフなどが登場！
オークション商品は右上のＱＲコードから確認できます。
※売上金額の一部を、アウトドアフィールドの保護・保全に
寄付させていただきます。

#CAMPAIGN
インスタハッシュタグキャンペーン

１０/１９(土),２０(日)１０：００～１７：００
みんなは会場のどこでどんな楽しみ方をしているのかな？
ＣＯW２０１９会場内での写真をインスタに投稿しよう♪
必ずハッシュタグ #campofwonder をつけて投稿してね。
ベスト投稿アカウントには豪華アウトドア商品が当たる！
何が当たるかは右上のＱＲコードから確認できます。

21

　　

BINGO
景品総額なんと１００万円？！ 

１０/２０(日)１２：００～１３：００
THE GATE by SUNDAY MOUNTAIN で使える１０万
円分の商品券や、 snow peak, HILLEBERG等の豪華テン
トが当たる？！景品ラインナップは、右上のＱＲコードから
確認できます。手に入れるかどうかは、あなた次第♪
参加費：ビンゴカード /１枚５００円
　　　　１９日(土)より BRAND SITE      にて販売。
　　　　カードご購入の方にステッカー等のオマケあり♪

31


