もっと自由に、もっと楽しく、気持ち良く！

スタイル を
フ
イ
ラ
な
か
豊
た
じ
通
アウトドアを

各種 店舗 が集 結！
ドアライフが テーマの
ドアショップ やア ウト
ウト
、ア
スに
ペー
々川 緑 地の 広大 なス
験＆ 体感しよう。
須坂 市の 臥竜 公園 ・百
する 「アップ
フスタイルを 楽しく体
製品 にアップグレ ード
なる ような新しいライ
せ、 形を 変え た新しい
かに
り豊
がよ
生活
日常
エコ ・ 持続
により付 加価 値を 持た
・
デア
防災
アイ
ンや
した
ザイ
ウハウを 活か
るは ずの 廃 棄 物を 、デ
ほか、ア ウトドアのノ
きる
験で
も体
本来 であ れば 捨てられ
がり
」の 有機 的な つな
」&「ライフスタイル
サイクル」と「アウトドア
10/30（土）
・31（日）は
しま す。
ート
サポ
動も
の活
など
可能 な資 源の 再利 用
須坂市の臥竜公園
百々川緑 地で遊び倒そう！

GO!Outdoor

FOOD Circus

Fun Life

Outdoor Car Life

Local Marche

Local Activities

Free Market

オンラインスタン プラリー
参 加 店 舗によるL INEを使ったスタンプ
ラリー つながる須坂フェス も開催中！
3ポイント集めると、500円商品券など
素敵な商品が当たるよ！

各種 ワー クショップ
キャンプにはもちろん、災害や緊 急 時に
役立つ様々なワークショップ体験！

Sponser

ながのぱーく／ KITOBOSHIYA ／ nextage ／ブッシュクラフトワーク信州／星空キッチン HAKUBA 料理研究所／信州ピクルスキッチン／ FAT LAND／たけちゃん食品／
DOGTOWN ／ Hibi Kitchen ／信州晴天（Halebare）／玄米粉パン専門店 ORIZA+ パン食堂／ねこぽぽテラス／黒姫高原スノーパーク／ CHILDHOOD BASE KUROHIME ／
SANTOSHA BULKSHOP／m＆co. ／糀屋本藤醸造舗／楠わいなりー／まごころ屋／caﬀelato／ Re：NASOV／伸商機工／若穂紙器／ ANY TIME ﬁtnesses ／candyhouse ／
須坂市地域おこし協力隊／須坂のぶどうPRコーナー／クルア アリヤ／ Home We Go／MioBebe Photography／S5BAR

主催：アウトドアライフスタイル推進協議会

後援：須坂市／須坂市観光協会／須坂商工会議所

事務局：アウトドアライフスタイル推進協議会事務局

tel.090 -1486-3460

協力：一般社団法人ドリームサポート／ NOC-YARD
※本事業は、長野県地域発元気づくり支援金を活用した事業です

出展 者 一覧
GO!Outdoor

須坂市地域おこし協力隊

Fun Life

好日山荘＆Base 藍

白樺 の 燻 製チップの 袋 詰め販 売の 他、 保 存 食 やエマージェンシー 類 の 物 販、
須坂産の商品を販売。
登山に関する展示など

Re:NASOV（レナソブ）

アウトドアグッズの販売

伸商機工 - まるのび商会

焚火台＆薪ストーブ展示販売

このほか、
フリーマーケットの
出店も♫

出展者の詳細情報はHPをCheck！

REWILD NINJA SNOW HIGHLAND

REWILD NINJA SNOW HIGHLAND の
紹介

若穂紙器

段ボール家具、防災ベット などの展示

Local Activities

八田建設株式会社

candyhouse［30日のみ］

エコレットカンパニー

nextage

ハンモック、ワークショップ、住 まい オリジナルレイ作り
づくりＰＲ

無電源ストーブ・ガスオーブン実演展示 onagawa ﬁsh ワークショップ

カンバーランド・ジャパン

トレーラーハウスの展示

ブッシュクラフトワーク信州

ブッシュクラフト体験

黒姫高原スノーパーク

ストライダー試乗体験

CHILDHOOD BASE KUROHIME

MTB ワンポイントレッスン

ANY TIME ﬁtnesses

チャリティースクワット

FOOD Circus

須坂市観光協会

e-bike の試乗会＆観光案内
星空キッチン HAKUBA 料理研究所

フード × 青空 massage× 青空ライブ

ねこぽぽテラス

FAT LAND

たけちゃん食品

自 家 製トマトソースの マル ゲリー タ・ コーヒー、飲み物全般、及びサンドイッチ 地元産食材を使ったオリジナル商品の
ネギとエリンギ和風ピザの販売
等軽食販売
販売

その他
・テントサウナ体験
・SUP 体験［30 日のみ］

Outdoor Car Life
DOGTOWN

Hibi Kitchen

アメリカンホットドックとラムバーガー パニーニの販売
及び飲料の販売

信州晴天（Halebare）［31日のみ］

玄米粉パン専門店 ORIZA+ パン食堂

こだわりの無添加生シロップと天然果実 10 〜 13 種類程の玄米粉パンを即売＆
を使った信州ふわっふわかき氷の販売
スペシャリティサンドイッチ販売
オンサイテック株式会社

電動カートなどの展示＆試乗

須坂のぶどう PR コーナー

caﬀelato

まごころ屋

クルア アリヤ

生食ぶどう販売＆ぶどうのフルーツサン 自家焙煎コーヒー、ドリンク、ジェラー 焼 きそ ば、や きとり、フランクフルト タイラーメン、トムヤムクンスープなど
ド販売、ぶどうの品種当てクイズなど
ト、軽食の販売
など軽食販売
タイ料理の販売

Local Marche

糀屋本藤醸造舗

楠わいなりー

信州ピクルスキッチン

味噌・甘酒の販売、みそ玉ワークショップ シードル＆ス パークリング ワイン 等 の びん詰めピクルス 他の販売
販売

m＆co.

革製品の販売

SANTOSHA BULKSHOP

Home We Go

KITOBOSHIYA

ハンドメイド DIY 雑貨等の販 売、カッ
ティングボードワークショップ

MioBebe Photography

県内産穀物、ドライフルーツ、グラノーラ、 農 作 物・多肉 植 物・アウトドアベンチ ハロウィンフォトブース
オーガニックのナッツやスパイスの量売り / レイズドベッドオーダー会

会 場

百々川緑地公園
（臥竜公園側）
高甫橋付近
イベントの最新情報は
HP・facebookにて
随時更新中！
HP

facebook

