
しもはじ埴輪キャンプ場　レンタル品一覧 改訂2021/05/19

A 1～6 テント G 1～12 グリル

B 1～6 タープ H 1～5 焚き火

C 1～4 寝具 J 1～9 大型、ストーブ類

D 1～5 テーブル K 1～15 キッチン

E 1～2 イス Z 1～2 その他

F 1～4 ライト S 1～6 セットメニュー

大きさ　3m×3ｍ ペグ（長×4本）

REVO UNIFLAME250
対応人数 4名

A-3

エントリー2ルーム エルフィールドTP-880

対応人数 5名（大人2名＋小人3人） 対応人数 6名（大人4名、小人2名）
ペグ（短×10本）、インナーマット、その他は同封 ペグ（短×10本）、インナーマット、その他は同封

A-4 @11,000

スタッフによる設営希望の場合＋@11,000

スノーピーク２ルームテント

　

A-5 @6,600

A-1 @3,300 A-2 @5,500 @7,700

イベント用かんたんテント キャンプテント(4人用)スノーピーク キャンプテント(6人用)スノーピーク

ロゴスワンポールテント

ナバホEX Tepeeリビング400-AI

キャンプテント(4人用)ユニフレーム

SDE001 アメニティドーム M SDE003 アメニティドーム L

A-6 @4,400

ペグ（短×10本）、グラウンドシート、インナーマット、その他は同封 ペグ（短×10本）、銀マット、その他は同封通常（レンタル費同額）@6,600＋別途@4,400

対応人数　4～6人用

ペグ（短×10本）、インナーマット、その他は同封



対応人数 4名

スノーピークタープ特大

ペグ（長×8本）、ロープ8本、ポール6本

林間使用  2,200円 / 440cm×495cm 林間使用  3,300円 / 580cm×560cm

テンマクデザイン焚き火タープTCレクタ テンマクデザイン焚火タープTCウイングテンマクデザイン TC（コットン混紡生地）タープ

B-1 @3,300

STP２０２ ワンポールタ―プ「ペンタ」

対応人数 1名

B-4
@3,300

(@1,650) B-5
@4,400

(@2,200) B-6
@6,600

(@3,300)

TAKIBIタープ 小 TAKIBIタープ 大 TAKIBIタープ 特大

スノーピークタープ大

B-2
スノーピークタープ小

TP761 HDタ―プシールドヘキサM

林間使用  1,650円 ペグ（長×8本）、ロープ8本、ポール6本

ペグ（長×4本）、ロープ4本、ポール1本 ペグ（長×8本）、ロープ8本、ポール2本

ムササビウイングTC 390×380
ペグ（長×8本）、ロープ8本、ポール2本

ペグ（長×4本）、ロープ4本、ポール1本

@4,400

対応人数　4～6人用

B-3 @6,600

TP251 HDタ―プシールドスクエアエヴォPro.



在庫数 5 在庫数 4 在庫数 2

在庫数 2

自立式

@1,650

ロールマット コット

ハンモック

C-3 @1,100

C-4

C-2 @550C-1 @550

寝袋



在庫数 3

3つ折りテーブル

折りたたみテーブル

D-4

高さ二段階調節可 高さ二段階調節可 高さ二段階調節可

@1,100 D-5 @1,320

ピクニックテーブル

イス付きテーブル 赤・青・水色

@1,100

コールマンシルバーテーブル 二つ折りテーブル

使用時サイズ　約112cm×70cm×30/70cm

コールマン木目テーブル

使用時サイズ　約125cm×70cm×40/70cm 使用時サイズ　約120cm×60cm×40/70cm

D-1 @1,100 D-2 @1,100 D-3



在庫数 6

在庫数 2

　灯油付(追加110円）

F-4 @3,300

E-1 @550

イス各種、ベンチタイプあり

F-1 @550 F-2 @1,100

アウトドアチェア

ホワイトガソリンランタン

経験者のみレンタル可

アウトドアチェア スノーピーク

灯油ランプ赤 灯油ランプ白

　灯油付(追加110円）

E-2 @880

ホワイトガソリン含む（追加0.5L 165円）

F-3 @1,100

LEDライト　充電機能有り



@2,200

@3,300 @1,100 @1,100

@2,200 @2,200 @550

G-1 @2,200

G-6
協賛 UNIFLAME

UFタフグリル鉄板300

アツアツおでんやお鍋が食べられる

仕切りとリッド（おでん鍋専用のフタ）付き

ユニフレームツインバーナーUS1900

ガスボンベ無し（別途1本300円）

G-4
協賛 UNIFLAME

G-5
協賛 UNIFLAME

焚き火や炭火での調理も楽しめる

ファミリーキャンプ向けのレギュラーサイズ

G-8
協賛 UNIFLAME

G-9
協賛 UNIFLAME

ユニセラTGシリーズ用
旬の食材を手軽に気楽にとことん コンパクトグリルプレート

ファイアグリルラージ

薪グリル

G-7
協賛 UNIFLAME

ステンレス製かまど

バーベキューグリル

定番ＢＢＱグリル、鉄板付き

UFタフグリル　SUS-600 UFおでん鍋 リッド付き

BBQ、焚き火、炭火調理がゆったり UFタフグリルや焚き火ベース450にセットして

楽しめる頑丈グリル

ユニセラTG-Ⅲ  ユニセラTGグリルプレート

焚き火・ダッチオーブン・BBQなどが

G-2
協賛 UNIFLAME

手軽に楽しめます。ラージサイズ 

大人数の焚き火やBBQに最適

味わえる卓上バーベキューグリル

使用可能な黒皮鉄板でしっかり蓄熱

大量の鉄板焼きに対応サイズ

UFタフグリル全サイズ、焚き火ベース450に

G-3 @1,650



@1,100 @440

@3,300 @1,650

@550 @550

@1,100

炭の火熾しがとてもカンタンに！炭を入れて

吊るして調理もできる焚き火台

熱いダッチオーブンを持つ、焚き火に

チャコスタⅡ

短時間で手軽に作るのに適したサイズ

焚き火ベース４５０

G-10
協賛 UNIFLAME

インスタントスモーカー

時間をかけない簡単スモーカー
レギュラーサイズ 少人数分のおつまみを 吊るせる三脚

H-4
協賛 UNIFLAME

キャンプグローブ レディース

トライポット

G-11 @1,100

焚き火台

ユニフレームファイアスタンド

女性向けサイズのキャンプグローブ

H-5
協賛 UNIFLAME

薪をくべるなど、腕を熱等から守りたい時に

しっかりヒジ下までカバーするロングサイズ

不意なヤケドを防ぎます

協賛 UNIFLAME

焚き火にダッチオーブンなどを

キャンプグローブ ロングブラック

熱いダッチオーブンを持つ、焚き火に

薪をくべるなど、腕を熱等から守りたい時に

薪別売り

H-1

G-12
協賛 UNIFLAME

H-2
UFファイアポット

炎を楽しむかがり火 新感覚の焚き火台

火のついた着火材の上に10分置くだけ

ワイルドな直火料理が楽しめる

ファミリーキャンプ向けコンパクトサイズ

H-3
協賛 UNIFLAME



在庫数 2

蓋つき大型BBQコンロ ドラム缶BBQコンロ

SMOKE HOLLOW 網付・炭別売り

J-1 @5,500 J-2 @2,200

薪別売り

皿型焚き火台 ユニフレームペレットストーブ BLUE SKY ペレット焚き火台

コールマンホワイトガソリンバーナー

J-7 @2,200 J-8 @3,300 J-9 @1,650

ペレット別売り（1kg= 66円?）

ホワイトガソリン含む（追加１ℓ330円）

J-3 @2,200

The power House Model 413H

ホワイトガソリン含む（追加0.5L 165円）

J-4 @1,100 J-6 @3,300

ホワイトガソリンシングルバーナー

ペレット別売り（1kg= 66円?）

薪ストーブ

薪別売り

ペレットグリルヒーターきりんさん

燻製可、薪・炭・チップ等別売り ※経験者のみレンタル可

※経験者のみレンタル可

J-5 @3,300

ペレット別売り（1kg= 66円）

チャコールグリルBBQ（燻製可）



在庫数 2

在庫数 2 @3,520 在庫８セット

@330 @2,200

K-4 @3,300

K-1 @1,100 K-2 @1,100 K-3

煮る、炊く、焼く・・・様々な調理を

協賛 UNIFLAME

キッチンセット

平皿、サラダボール、カップ×各4個入り

クーラーボックス特大

ダッチオーブン12インチ

UNIFLAME SUPER DEEP 12inch

K-7 K-9@550

fan5（ファンゴー）DX　

刃部にはモリブデンバナジウムを

ロゴス氷点下クーラーボックス 保冷剤　大

ひとつのセットでこなせるクッカー

鍋3つ、ザル、フライパンのセット

K-8
協賛 UNIFLAME

採用し切れ味抜群

@440

K-6 @1,320

コールマンアウトドア食器セット

保冷剤・氷別 各440円

保冷剤・氷別 各440円

おたま、フライ返し、トング大・小

ギザ歯牛刀

K-5
協賛 UNIFLAME

 「黒皮鉄板」製　12inch 大きめの鶏や

カニもOK!豪快な料理にぴったりサイズ

ダッチオーブン12インチSDダッチスタンド付き

取り扱いがとっても簡単なダッチオーブン



@660

 燃料付き

容量 1 リットル

キャンプで羽釜炊きの美味しいご飯

K-12 @440K-10 @880

釜土（１合用）

焚き火でもバーナーでも使用可

キャンプ羽釜 3合炊き

＠レンタル料と同額

テント設営・撤収

ケトル　青

K-11
協賛 UNIFLAME

キャンプ用ケトル

いろり鍋（銅）

容量 １ リットル

ジャグ（ウォータータンク）

Z-1

K-13 @550 K-14 @1,100 K-15 @550

スタッフによるレンタルテント、タ―プの

Z-2 ＠レンタル料と半額

雨天時 撤収費用

スタッフによるレンタルテント、タ―プの

設営・撤収 雨天時 撤収



　　テント 1 　　テント 1 　　イス 4
寝袋 4 　　インナーマット 1 　　テーブル 1

　　マット 1　／　シート 1 　　グラウンドシート 1
　　ロールマット 4 ／LEDﾗｲﾄ 1 　　寝袋 4
　　イス　4　／　テーブル　1 　　ロールマット 4
　　タ―プ 1 　　LEDライト 1
　　焚き火台 1
　　ツインバーナー 1
　　調味料セット 1
　　食器セット 1
　　ジャグ 1

　UFタフグリルSUS-600 1 　ドラム缶BBQコンロ 1 　蓋付き大型BBQコンロ 1
　炭3ｋｇ 1 　炭3ｋｇ 1 　炭3ｋｇ 1
　トング 1 　トング 1 　トング 1
　網 1 　網 1 　網 1

テーブルセット　4名用

セットプラン

デイキャンプ Aプラン デイキャンプ Bプラン デイキャンプ Cプラン

S-1 @22,000 S-2 @9,350 S-3 @2,970

手ぶらでキャンプセット 4名用 テントセット　4名用

S-4 @1,980 S-5 @2,970 S-6 @3,960



販売 @880 販売 @1,100 販売

良く乾燥しているため火は着きやすく 油分が多く火が着きやすいが 火は着きにくいが一度着くと

よく燃えるため火持ちは短め 早く燃えるので火持ちは短め 火持ちはよく長く楽しめる

@1,650

建材の薪(1コンテナ） 針葉樹の薪(1コンテナ） 広葉樹の薪(1コンテナ)

建築材の端材 スギ、ヒノキなど クリ、コナラ、クヌギなど

手づくり炭

販売 各々


