
1.事業名称 HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022

バイカーズパラダイス南箱根×箱根ネイチャーフェスタ

2.開催日  2022年 9月 24日(土) 15:00～18:00 / 25日(日) 10:00～17:00
   雨天・荒天時は中止(各日前日判断)

3.開催会場 バイカーズパラダイス南箱根 https://www.bipa.jp/

4.開催コンセプト 『  箱根の自然を楽しもう 』 バイクwith 箱根アウトドアスポーツ

5.開催目的

箱根ネイチャーフェスタ

バイカーズパラダイス

6.実施内容
販売 ① アウトドアグッズ・キッチンカー・物産・SUV・などグッズ各種販売 

※飲食が発生するブースについては食材、加工、販売方法など内容を事前にお知らせください
体験 ② ワークショップ ※参加費用設定については各店舗にお任せしております。 

健康・SDGs・自然・エコ・伝統・地域文化・自然保護・保全など紹介や物作りを通じた学習体験など。

③ プロモーション、展示、体験 ロケーションにマッチする商品展示 /
 例)キャンピングカー・自動車・試乗体験・サンプリングなど

7.感染予防対策
感染予防ガイドラインを策定し実施します。

問合せ  
申込先・お問合せ

小田原箱根大博覧会実行委員会(小田原箱根商工会議所 内) 箱根ネイチャーフェスタ実行委員会
神奈川県足柄下郡箱根町湯本211-1 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1100 

小田原箱根商工会議所 箱根支部 担当    内田  箱根プロモーションフォーラム 

 TEL 0460-85-6245 FAX:0460-86-4411 TEL 0460-84-6009 e-mail info@hakopro.com 

2021/12/28

HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022
小田原箱根大博覧会・箱根NatureFesta実行委員会

バイカーズパラダイス南箱根×箱根ネイチャーフェスタ
開催概要

 近年、新型コロナウイルスの影響か、二輪車の販売台数および販売金額は、3年ぶりに増加に転じています。販売金額においては、過

去10年で最も高い水準を記録するなど、2021-2022年の二輪車・バイク業界は、昨年に続きったものの、多くの国でバイク需要が増加

しました。感染予防対策の移動手段として、四輪車、二輪車が見直されるなど、観光地へのアクセス方法にも変化があり、箱根観光事

業にとっても、新たな客層を掴むに追い風となっています。この数年、箱根でも多くのライダーの来訪が見受けられ会場であるバイ

カーズパラダイスでも週末には1000台から3000台と多くの来訪者があり、近年において増加傾向も納得の行く実態です。今回のネイ

チャーフェスタはスピンオフ企画として、箱根にてツーリングを楽しむライダーをベースに、もっと箱根の自然を知り楽しんでいただ

きたい、ツーリングにて立寄るスポットの紹介、箱根ならではの景色や秋の風を楽しめるコースを紹介するとともに、ツーリングには

最適な環境と利便性を更に広く多くの方にしっていただき観光経済への派生を目的に開催します。

芦ノ湖を望むロケーションに包まれて、来場するすべての人たちが、箱根の自然の素晴らしさを心と体で感しながら楽しめるアウトドアイベントとして

開催してます。心地よい音楽、温もりを感じるワークショップ、ドックイベント、豪快に振る舞うスーパーBBQ、自然の中で心と体を癒すリフレクソロ

ジーなど、豊かな時を体感いただき、大人も子供も愉しみの中で、雄大な箱根の自然を感じていただき、その素晴らしさを後世に継承するイベントとし

て、自然保護保全、地域活性を目的に開催。今回はこのパッケージをバイカーズパラダイス南箱根にもっていきます。

日本で初めてのバイカーのための楽園。バイカーにとっての楽園とは何か、私たちは多くのバイカーと会い、話しをし、考え続けてきました。

そして私たちの至った結論は「コミュニティ」でした。私たちが考えるコミュニティとは、「人と会う・話しをする・情報を得る」です。バイカーズパラダイスは、バイカー

が集い、話しをし、情報を得る、そんなコミュニティの場を提供することにこだわります。日本には想像よりも多くのバイカーがいます。免許を持っているだけの隠れバイ

カーを数えるなら、あなたの隣にいるその人もバイカーかもしれません。世界のバイク市場のおよそ半数を席巻するメーカーを擁する国でありながら、バイカーは少し遠慮が

ちにしてきました。しかし、これからは変わってゆきます。私たちバイカーズパラダイスは、バイカーコミュニティとして様々な活動を展開し、バイカーが心地よくライディ

ングを楽しめる環境づくりをリードします。バイカーズパラダイスは、バイカーのコミュニティを提供し続けます。



◆ 出店料 :無料 ◆

1.出店内容  ① アウトドアグッズ・キッチンカー・物産・SUV・などグッズ各種販売 
※飲食が発生するブースについては食材、加工、販売方法など内容を事前にお知らせください

② ワークショップ ※参加費用設定については各店舗にお任せしております。 室内を予定限定5店舗

健康・自然・エコ・伝統・地域文化・自然保護・保全など紹介や物作りを通じた学習体験など。

③ プロモーション、展示、体験 ロケーションにマッチする商品展示 /
 例)キャンピングカー・自動車・試乗体験・サンプリングなど

出店料 備品・テント持参の場合は無料

   ※ テント・机・椅子のレンタルのご利用はセットレンタル料 出店料10,000円(税込)

2.出店時間 2022年 9月24日(土) 15時～18時までとします。 設営準備として考えてます。

2022年 9月25日(日) 10時～18時までとします。 準備は8時～

途中参加、途中終了については事前にお知らせ下さい。

3.雨天等への対応
小雨決行します。

雨天の場合は、前日17時天気予報を確認し判断します。

4.ブースについて ワークショップは室内にて予定しています。限定5店舗

スペースは 1.5K×2K 約3坪のスペースを提供します。

セット内容 テント（1.5K（約2700mm）×2K（約3600mm）約3坪）

椅子2客 / 机（1.8ｍ）2本 / 追加：椅子1客 500円・机1本1,000円（各税込）で承ります。

・電気については、基本準備しておりません。ご相談は承ります。 駐車場 あり

5.スケジュール
9月5日 当日 13時00～  

13:00 搬入設営開始 8:30 搬入設営開始

14:50 出店者、関係者集合 全体説明 9:50 出店者、関係者集合 全体説明

15:00 オープン 10:00 オープン

18:00 終了 17:00 終了

※終了後片付け作業 ※終了後片付け作業

6.協賛受付
協賛・サンプリング・スタンプラリー賞品提供承ります。

8.広告

会場にて配布するご案内チラシ(A4・1000枚)・事前告知チラシ(A4・5000枚)・HPにて社名・ロゴ掲載します。

出店お申込みについて

出店お申込みは、別紙 『HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022出店申込書』にご記入いただき下記に送信ください。

出店担当：箱根ネイチャーフェスタ実行委員会  栗原 e-mail info@hakopro.com

小田原箱根商工会議所 箱根支部  内田 FAX：0465-20-6929

開催概要

9月24日 前日設営

展示・販売・ワークショップ等 出店要項

HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022
バイカーズパラダイス南箱根×箱根ネイチャーフェスタ



出店エリアについて
バイカーズパラダイス南箱根  静岡県田方郡函南町桑原1348-2

・アウトドアグッズ

・キッチンカー

・物産

・SUV

・などグッズ各種販売 

ドックタイムレース

予定

・物販

・飲食
・ワークショップ 

Music Live

SUPER BBQ

交通アクセス Gate COST（施設維持協力費）

0101 2輪 / 3輪 / 4輪：500円 / 1人 (1日出入り自由）

お車でお越しのお客様 南箱根の尾根に位置し、東西南北各方向からのアプローチが可能です。芦ノ湖からは10分、伊豆スカイラインから10

分、三島・沼津方面から30分、小田原から30分、湯河原温泉から10分の距離です。



9/17 締め切り

出店を希望される方はご記入いただき下記に窓口に送信ください。

参加団体・企業名

HP URL

ご担当者様名

ご連絡先 電話

携帯

ご連絡先 

電子メール

ご住所 〒

出店内容 ○で囲ってください

その他 例)サンプリング 

出店詳細 キャッチフレーズなど。※この文面がホームページなどの告知文章となります。

ワークショップ参加費

希望コマ数 コマ ＊ 1コマ 1.5K×2K 約3坪 / 一企業・一団体で利用可

スポーツ

基本セット テント1.5K×2K 机2本+椅子2脚 追加 机・椅子 希望   あり・なし

備品数量 テント:   張   机:  本   椅子: 脚

車両台数 台 車種

ご要望など

申込日        年  月   日 記入担当者

＊内容についてのイメージ写真・会社ロゴ、団体マークなどもjpgデータにてご送信ください。ご協力お願い致します。

・お申込み 締切 2022年 9月17日(月)

参加される方はこの『HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022出店申込書』にご記入いただき下記に送信ください。

出店担当: 中嶋 e-mail info@hakopro.com 

Ｗｅｂ受付もホームページにございます。

出店お申込み・問い合わせ先
小田原箱根大博覧会実行委員会(小田原箱根商工会議所 内) 箱根ネイチャーフェスタ実行委員会

神奈川県足柄下郡箱根町湯本211-1 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1100 

小田原箱根商工会議所 箱根支部 担当    内田  箱根プロモーションフォーラム 

 TEL 0460-85-6245 FAX:0460-86-4411 TEL 0460-84-6009 e-mail info@hakopro.com 

その他プロモーションワークショップ 販売

2022.9.24/25『HAKONE NatureFesta spinoff Project 2022出店申込書』 出店申込書


