
実施企画書 
実施に向けての計画と各事項について

ナガノアウトドアフェスティバル2015 



ごあいさつ

”アウトドア初心者の方に、アウトドアデビューしていただくためのイベントを目指して” 
 
第2回開催にあたって 

昨年度のフェスティバルでは予想を遥かに上回る方にご来場をいただき運営体制などが準備をして
いた範囲では間に合わず、ご参加いただいたみなさまにはご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳
ございませんでした。 

その際にいただいたご意見、ご指摘を実行委員会で整理し、生坂村の方々も含め何度も協議を繰り
返し、昨年度のフェスティバルをベースに新たに改善した内容にて、みなさまに告知できる段階に
なりましたので、開催を告知させていただきます。 

ナガノアウトドアフェスティバルの目的は、これから家族や仲間とアウトドアの世界へデビューし
てみたいという方々に、まずはいろいろな体験を試していただけるような内容の体験型フェスティ
バルです。  

体を動かすアクティビティばかりでなく、家族、仲間と楽しめる工芸体験、長野県らしいそば打ち
体験、アウトドアをやる際に必要な知識や道具などを学べる講座などを集め、これからアウトドア
を楽しみたい方のために”アウトドアを身近に感じてもらえるフェスティバル”を目指しております。
 
昨年度に引き続き場所をお借りする長野県生坂村は、長野市、松本市の長野県内でも大きな都市の
中間に位置し、大自然に囲まれてのアウトドアが楽しめる素晴らしいフィールドです。アウトドア
の魅力を体感していただくとともに、自然豊かな生坂村の旬な食や人の魅力もしっかりと感じてい
ただけるイベントを、地域のみなさまと協力して作り上げて参りますのでどうぞよろしくお願いい
たします。 

またアクティビティや飲食ブース、物販ブースは現在募集をかけているところですので、情報はしっ
かりと提供できる段階になりましたら随時公開して参ります。本年度も「ナガノアウトドアフェス
ティバル in 生坂村 2015」をどうぞよろしくお願いいたします。 

ナガノアウトドアフェスティバルin 生坂村2015 実行委員長 山岸 惇
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実施概要案

開催日時 　　　2015年9月26日(土) 10:00~21:00  
　　　　　　　　　　 　　　27日(日)   6:00~16:00 

開催場所 　　　やまなみ荘前グラウンド/犀川/スカイスポーツ公園(山頂&麓)  

【チケット料金】26日ワンデイチケット 　　　　　　　　　　　　　　¥5,000 限定455 
　　　　　　　　27日ワンデイチケット 　　　　　　　　　　　　　　¥5,000 限定455 
　　　　　　　　2daysチケット　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥9,500 限定200 
【”空”アクティビティチケット】（1デイ） 
　　　　　　　　26日パラグライダー浮遊体験 ワンデイチケット　　　　 ¥8,000 限定35 
　　　　　　　　27日パラグライダー浮遊体験 ワンデイチケット　　　　 ¥8,000 限定35 
      　　　　　　26日ナイトパラグライダー浮遊体験 ワンデイチケット 　¥8,000 限定20 
【特別チケット】 
　　　　　　　　天空キャンプサイトチケット 　　　　　　　　　　 　 ¥3,000 限定30  
　　　　　　　　【検討中】家族でアドベンチャーレース　26日のみ　  ¥?,000 限定30 　  
　　　　　　　　※チケットは前売りのみ。※保険料も含まれます。※荒天の場合中止 返金50% 
　　　　　　　 
 
来場者数　　　2015年9月26日(土) 700名(max)暫定 
　　　　　　　2015年9月27日(日) 700名(max)暫定 　　2日間のべ1400人 

 
駐車場　　　　300台分想定 
　　　　　 　 (河川敷駐車場、B&G下駐車場、生坂村中学校グラウンド駐車場)  

宿泊所　　　　テントサイト：スカイスポーツ公園（30区画限定）  
　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　 

昨年度からの改善点/類似点

【昨年度実績】 
◯チケット2014 
　・1日券  前売2,000円/当日2,500円(税込)   
　・2日券  前売3,000円/当日3,500円(税込)  
◯販売枚数 
　・2900枚のチケット販売  
　・のべ5000人の来場者 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 チケット構成を昨年度から変更しました。  

①販売の枚数制限 
　→昨年度は、販売枚数が無制限だったため、  
　　今年はアクティビティのキャパに紐づく枚数。 
 ②パラグライダーを有料にて事前販売に。

上記の通りチケット構成の変更に伴い、全体収容数 
を制限し、来場数過多で、運営が滞る事態を避けます。 

※雨天決行

昨年度同様の駐車場を想定しておりますが、 
できれば駐車可能台数を500台目標に調査中。 
※集客の最大値を決定する要因 
当日は、事前配布IDでスタッフ、お客、一般、分ける。

前述のチケット構成の通り、 
今年度はキャンプサイト数を縮小し有料化します。

注意事項
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公式サイトについて　暫定
昨年度からの改善点/類似点

今年はイラストをメインイメージにし、 
自然豊かな生坂村の雰囲気を表現し、 
わかりやすくシンプルに制作していきます。
第一弾アクティビティはこちら！ 
第二弾アクティビティはこちら！
と段階的にアップしていきます。
各アクティビティ会社ごとにHPにリンク、 
それぞれのHPへ訪問者を誘導いたします。

ポスターやパンフレットも共通の 
キービジュアルイメージです。
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全体スケジュール

４月～５月　　フェス内容決定（キャパ算出、課題の共有、タスク確認） 
　　　　　　　→協力体制相談　　出展者向け広報開始 

6月　　　　　出展者ミーティング開催、プログラム構成確認 

　　　　　　　村民会議開催、協力体制確認 

　　　　　　　宣伝広報、チケット販売準備、スタッフ募集、サイト公開 

７月　　　　　実行委員会 定例会開始、 

　　　　　　　出展者の方と随時現地ミーティング 

８月　　　　　チケット販売開始（8/26）  
　　　　　　　各種事前準備、装飾準備、看板準備、各種手配 

９月　　　　　現地打ち合わせ、事前シミュレーション、当日

昨年度からの改善点/類似点

【ボランティア募集について】
◯当日だけなら大丈夫な方
◯運営から手伝いたい方 
 村民の方には村の広報ツールなどから、 
公募は公式サイトやSNSから告知。
  ※8月中旬に意志のある方に説明会をさせていただき、 
タスク内容をお願いしたいと考えております。
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イベント会場と全体図 
昨年度からの改善点/類似点

 

【全体に関して】 
この画像の範囲がフェスの範囲です。 
 
昨年に比べ管理しなければならない拠点数をできる 
限り少なくするため、空エリアへはパラグライダー 
のお客さんのみが行くこととなります。 
メイン会場と川エリアだけで動く形に変更します。

　 
①メイン会場（グランド） 
昨年同様に総合受付、チケット交換所、各種ブース、 
熱気球、陸アクティビティ（一部）となります。 
　
②川エリア 
昨年同様にボートやオフロード車エリアとなります。 
昨年と違い、ドリンクブースを設置し熱射病対策を 
したいと考えています。 
 
ボート遊びのクオリティを上げるため、エリアのコ 
ース化をしたいと考えています。 
昨年使わせていただいたエリアよりも上流も活用 
することにより、川エリアの受け入れ態勢を強化し 
たいと考えています。

 ③昨年と同様、パラグライダー専用会場です。

 
④キャンプサイト 
昨年同様の範囲にて、駐車場の上限に合わせ 
限定30張りにしたいと思います。

 
⑤このエリアは特に利用を考えてはいませんが、 
MTBレンタルのゴールなどに検討中。 

④【キャンプサイト】 
限定30張＝約75～100名 
P=25台 1区画5×5m

P＝15台

①【メイン会場】 
総合受付、各種ブース、
休憩所、イベント 
熱気球、 
陸アクティビティ（一部） 

②【川エリア】 
川アクティビティ& 
　陸アクティビティ 
ドリンク販売 
日陰、足湯（涼み）

P

③【空エリア】 
パラグライダー 

⑤【空エリア横 芝生】
→活用方法模索中 

P

オフロード
ドリンク、日陰

川遊び、創作障害物 ボート
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メイン会場周辺 
ご検討事項

 

【全体に関して】 
基本はこのエリアで完結できればと考えています。 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②【川エリア】 
川アクティビティ& 
　陸アクティビティ 

P

オフロード川エリア案内所 
ドリンク販売、日陰

川遊び、創作障害物 
日陰、足湯（涼み）

ボート

【健康管理センター】
救護班待機、託児所

【B&Gセンター】 
簡易宿泊、シャワー

昨年度からの改善点/類似点

①【メイン会場】 
総合受付、各種ブース、
休憩所、イベント 
熱気球、 
陸アクティビティ（一部）



メイン会場／陸エリアゾーニング案（暫定） 
昨年度からの改善点/類似点

 

【全体に関して】

 熱気球は同じ場所にて。

 
入り口にウエルカムゲートを設置したいと考えてい 
ます。

 
昨年度からの改善点として、 
インフォメーションとチケット交換所を分けています。

～レンタル品などの促進～ 
　◯100席分のイスとパラソル＆テーブルなど 
　　レンタル可能なものをお借りする。

その他なるべくお借りしながらエコに空間作りを 
目指します。

【オペレーションに関して】 
※チケット交換時に最初のアクティビティを指定
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川エリアゾーニング案（暫定） 
昨年度からの改善点/類似点

 

①ボートエリア 
ここにコースを作り、ただボートに乗るだけでなく、 
タイムアタックなどができるようにコース化します。 

②昨年同様にオフロードのコースに。

③川エリアにもスタッフ拠点とドリンク販売ができる 
拠点（テント）であり窓口を作ります。

④足をチャプチャプできる川遊びや、自由に川辺を 
散歩できるスペースを作ります。

※とにかく日陰を増やす。 
　テントや、単管＆ブルーシート活用にて。

※お客さんにアウトドアチェア持参など声掛け。

①ボートエリア 
ラフトピクニック、カヌー、 
ダッキー、SUP etc 

※ブイを浮かべ、コースを作
りタイムを測れるように。

②オフロード
③川エリア スタッフ拠点 
インフォ窓口 
ドリンク販売 
簡単な荷物預かり

④川遊びや自由スペース 
つり堀 
足湯（涼む） 
創作障害物競争 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空エリアゾーニング案 
昨年度からの改善点/類似点

【全体として】 
 こちらは昨年と同様です。 
 ◯パラグライダー浮遊体験　昼間 
◯ナイトパラグライダー浮遊体験 19時～21時

◯昨年はテントサイトとして使ったこの①エリアの 
活用方法を検討しています。

離
陸

①このエリアの活用を検討
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昨年の様子 
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アクティビティ&出展コンテンツ 
昨年度からの改善点/類似点

待機列緩和策として、 
事前予約制を導入した運営を行います。 

◯事前予約制 
特に待機列が発生するアクティビティについては 、 
WEBでの事前申込による抽選で運行時間を指定  
し、待機列による混雑を避ける。

昨年度はチケット売上総数に応じた均等割りを 
出店者に報酬として計上していましたが、 
今年度は 出展料を業態別に審査にてお支払いする 
仕組みとなります。 
  

 
 
今年度はアルコール販売を可能とし広く募集致します。 

陸エリア　　アクティビティ  

　　　　　　∟熱気球(2日目早朝フライト)  　　　　　　　（by 白馬ライオンアドベンチャー様）　 

　　　　　　∟熱気球(1日目ナイトバルーン) 　　　　 　　（by 白馬ライオンアドベンチャー様） 

　　　　　　∟スノーボード体験　　☑当日整理券にて　　 （by 番亭 bamboo tail様） 

　　　　　　∟ストライダー試乗 　　　　　　　　　　　　（by  　　　　　　　　　　様） 

　　　　　　∟スラックライン体験 　　　　　　　　　　　（by 小布施スラックラインチーム様）　　 

　　　　　　∟ノルディックウォーク　　　　　　　　　　 （by ノルディックウォークteam様） 

　　　　　　∟マウンテンバイク体験　　　　　　　　　　 （by SPICY rental様） 

　　　　　　∟各種アウトドアギア試乗 　　　　　　　　　（by 4ALL様） 

　　　　　　∟クライミング体験　　　　　　　　　　　　（by ナチュラルアンカーズ＆i-nac様） 

　　　　　　∟ソラヨガ体験　　　　　　　　　　　　　　（by STUDIO yukey様） 

　　　　　　∟ドッチビー　　　　　　　　　　　　　　　（by goatボランティア） 

　　　　　　∟ファミリー運動能力測定　　　　　　　　　（by FOOLUSH様） 

　　　　　　∟忍者のレッスン　　　　　　　　　　　　　（by NINJA project様） 

　　　　　　∟トレジャーハンティング　 　　　　　　　  （by 長野活性チームLAND様）　　　　　　　 　　　　　　　　　　 
　　　　　　 

飲食＆物販ブース出展（限定40） 

　　　　　　∟フードorソフトドリンク販売ブース  

　　　　　　∟フード&ソフトドリンク&アルコール販売ブース  

　　　　　　∟物品販売ブース 
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アクティビティ&出展コンテンツ 
昨年度からの改善点/類似点

待機列緩和策として、 
事前予約制を導入した運営を行います。 

◯事前予約制 
特に待機列が発生するアクティビティについては 、 
WEBでの事前申込による抽選で運行時間を指定  
し、待機列による混雑を避ける。

昨年度はチケット売上総数に応じた均等割りを 
出店者に報酬として計上していましたが、 
今年度は 出展料を業態別に審査にてお支払いする 
仕組みとなります。。

昨年度はの実績を踏まえ、待機列、周辺回遊者の 
熱中症対策として、川エリアでのブース出展を想定 
しています。 
※保健所申請要確認

→事前販売制 
特に待機列が発生するアクティビティについては 、 
WEBでの事前申込による抽選で運行時間を指定し、 
待機列による混雑を回避します。 

川エリア　　アクティビティ  

　　　　　　∟ラフトピクニック　　　　　　　　（by 白馬ライオンアドベンチャー様）　 

　　　　　　∟エアカヌー　　　　　　　　　　　（by 白馬ライオンアドベンチャー様） 

　　　　　　∟SUP（サップ）　　  　　　　　　（by PEAKS5様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　∟水上障害物（水上トランポリン）　（by 白馬ライオンアドベンチャー様）　　　　　　　 

　　　　　　∟オフロード体験　　　　　　　　　（by 大町チャレンジフィールド様）　　　 

　　　　　　∟釣り堀体験　　　　　　　　　　　（by バンバン様）　　　　　　　　　　 

　　　　　 

　　　　　　軽食ブース出展 

　　　　　　∟ソフトドリンク＆軽食販売  

　　　　　　※その他現在調整中となります。 

空エリア　　アクティビティ  

　　　　　　∟パラグライダー浮遊体験　　　　　　　　　　　　☑事前販売 

　　　　　　∟ナイトパラグライダー浮遊体験　　　　　　　　　☑事前販売 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（by 大町スカイサポート様） 

　　　　　　 

　　　　　　∟会場装飾　飾り付けワークショップ　　　（by canmoc様） 
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アクティビティ会社様の出展について

⬛パターン1 

 「メインアクティビティ」 

　報酬制度　　：チケット売上の25%を各社の動員見込み数により事前に金額交渉で割り振り確定 
　　　　　　　　（各アクティビティごと、回転数と一つ当たりのパワー具合で調整にて。） 
　最低保証　　：経費についてご相談の上、柔軟にご対応させていただきます 
　契約について：支払計画書　契約書 
　【メリット】◯フェス公式サイトで会社紹介、バナー掲載、個別PR 
　　　　　　　◯SNSからの拡散などで会社紹介 
　　　　　　　◯取材した撮影素材のご提供、goatへの掲載含む 
　　　　　　　◯公式パンフ掲載 

⬛パターン2 

「ブース出展：フリーアクティビティ」 

　謝礼制度　　：2日間の対応可能人数により金額の設定 
　契約について：支払計画書　契約書を交わし 
　【メリット】◯フェス公式サイトで会社紹介、バナー掲載　 
　　　　　　　◯SNSからの拡散などで会社紹介 
　　　　　　　◯公式パンフ掲載 

【ヒアリング項目】 
1時間に何人、２日で合計何名対応可能、スタッフ人員、当日の予定配置図、担当者

ご検討事項

◯アクティビティの内容で、契約書を各社ごとに交わす。 
　・事前調査書 
　（内容、人員、金額、最低保証金、最低動員数） 
　（出展規約と依頼書にサインいただく） 

昨年度からの改善点/類似点



雨天対策について 
昨年度からの改善点/類似点

各分野想定、依頼出来る限りにて。 

■雨天対策について 

　災害級の荒天でない限り、実施致します。 

　◯雨天時の対応と検討策のリスト 
　　・ブルーシート引いてヘッドスライディング大会！ 
　　・雨の水集めて浄水する装置で飲んでみる 
　　・同じユニフォームでスタート、ゴールで濡れて体重差が重いほうが勝ち。 
　　・体育館の中ならスポーツ鬼ごっこ、巨大ボール「OMNIKIN」 
　　・「ノルディックポールダンス」 
　　・SK7-Ⅱ ランドスキム   
　　・テント、タープ、ツェルト、レインウェア、ブーツなどの自慢大会。 
　　・石鹸でハンドソープボール 
　　・消防車に来てもらって大雨降らせてもらう 
　　・水鉄砲でのサバイバルゲーム（室内ゲートボール場）　etc 

■村民用チケットに関して 

　一定数の確保をさせていただき、金額は定価の500円オフにてご提供させていただきます。 
　事前に購入者の方を村側で募集していただき、その数を教えて下さい。 

　締め切り：8月31日（月）までに、村役場で半券購入にて。 

 
 
■中止の場合の返金について 

　雨天決行です。 
　荒天での中止の場合のみ50%返金　 
　　※準備にかかる費用との兼ね合いにて、実現可能か最終検討中 
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各種ブース出展について

⬛飲食店ブース 

　スペース：5m×5m　（テントなし区画のみ） 
　※水道シンク、パッカー車でのゴミ回収は運営サイド側で手配致します。　 
　配置　　：グラウンド内レストゾーンまわり　　 
　出展料金：15000円（2日間）　最大15ブース  
　酒類販売：事前申請　出店料にプラス5000円にて  
　留意点　：各ブースに消火器の設置をお願いします。 
　　　　　　アクティビティ待機列に出張で売り込む対策もご検討いただけると幸いです。 

⬛物販ブース 

　スペース：5m×5m　（テントなし区画のみ） 
　配置　　：会場内の適切な位置に、主催側との打ち合わせにて　　 
　出展料金：20000円（2日間）　最大10ブース  

⬛PR・地域おこしブース 
　スペース：5m×5m　テントなどは出展者様にてご用意ください　 
　配置　　：会場内の適切な位置に、主催側との打ち合わせにて　　　 
　出展料金：20000円（2日間）　最大10ブース  

ご検討事項

昨年と同様、それぞれの区画に出展していただきます。

【全ブース共通：出展料は事前にお振り込みにて】 
◯9月1日までに、出店料を指定口座にご入金ください。 
　上記を承諾いただける方のみ、ご出店とさせていただき 
　ます。※口座名は規約に記載させていただいております。

 
 
【飲食店の方への連絡】 
◯アルコール販売する場合 
　声掛け徹底にて。「運転手の飲酒は厳禁」 
　主催者の放送から現場、両方で声掛け徹底。 
　体験承諾書に明記。”運転手の方は飲酒ご遠慮ください” 
 
◯飲食出店の際は、必ず”露天商許可申請”をしてください。

昨年度からの改善点/類似点



天空のテントサイト詳細について

⬛テントサイト　 
　・限定30区画　3000円/区画（5m×5m） 
　・駐車場 45台 
　・設備　：トイレ、炊事場、水場あり。 
　・予約　：事前のWeb予約にて。（公式サイトで告知にて） 

　【注意点】 
　　※芝生の上は焚き火、直火禁止。インターロッキング上にてバーナー類可。 
　　※ごみは全てお持ち帰りにて。 
　　※パラグライダーの離着陸地点が隣接していますので、十分にお気をつけ下さい。 

ご検討事項

◯会場への移動について 
　シャトルバスなどは出さず、 
　利用者の方に独自で移動していただきます。

昨年度からの改善点/類似点



主要スケジュールと作業について

当日までに行うスケジュールの内、村の方との連動が必須となる主要事項は以下の通りとなります。 

　　　　　　　　　　催事実施における、警察署、消防署、ダム管理事務所との連携、  

　　　　　　　　　　また、犀川の仕様許可等の確認作業 

　　　　　　　　　　会場内(駐車場、テントサイト、各エリア)の墨出し、  

　　　　　　　　　　案内板の設置、運営内容の最終確認 

　　　　　　　　　　来場者対応(駐車場案内、交通整理、チケット交換、インフォメーション)  

　　　　　　　　　　アクティビティ対応(整理誘導案内、アクティビティ体験レクチャー) 

　　　　　　　　　　27日:案内板撤去、装飾物撤去  

　　　　　　　　　　28日:エリア内ゴミ拾い、廃棄物回収 

 
8月中旬から、生坂村にてご協力頂けるスタッフの方と定期ミーティングを開始させていただきます。  
外部発注となるスタッフ数の確定を8月中旬に行わなければならず、 
ご多忙の所大変恐縮ですが、8月上旬(お盆前)までにスタッフの方数を確定をさせて頂ければと存じます。

ご検討事項

 

昨年同様、村の方にお願い 
・松本建設事務所への河川利用許可申請 
・東京電力犀川制御所への事前連絡  
・消防署との連携  
については生坂村の方にご協力いただく形にて。 

 
 
会場内の墨出し作業について生坂村の方に、 
ご協力いただきながら準備にて。 
  
案内看板を県道・国道まで掲出させて頂く際、 
方法やルールなどをご指導いただき実行にて。 

 
 
 
交通誘導案内、駐車場案内について、 
ボランティアの方にご協力いただく方向にて。 
 ※60名@1日（予定）  

今年度は翌日を撤去日として想定しております。  
日程的に問題無いかご確認の程よろしくお願い  
致します。 

～9月19日

9月19日～25日

9月25日～26日

9月27日～28日
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昨年度からの改善点/類似点



駐車場について 
昨年度からの改善点/類似点

昨年度は、駐車場上限を上回る来場者があった為、  
急遽駐車スペースを確保頂きましたが、 
今年度は、駐車場上限を上回らない来場者数の  
設定を設け、昨年度の様な事態とならぬ様致します。

昨年は500台ということでしたが、実際に駐車可能な 
台数は現状300台。

 車輛誘導・ご案内スタッフを生坂村の方にお願い  
※詳細ご相談にて。

 

駐車場については、昨年度同様以下の場所にて想定しています。 
案内誘導人員数：60名／1日　　　　　　

ご検討事項
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トイレについて 
昨年度からの改善点/類似点

トイレ所有施設について、イベント中の使用許可を 
お願い済み 
 

※左記に加え、仮設トイレの設置 
　川エリアに4個目標（2泊3日30000円）計12万円 

昨年同様のトイレ場所を想定しております。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、下記施設のトイレをイベント会期中に来場者に 
ご解放いただけますでしょうか？

ご検討事項
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昨年度からの改善点/類似点



救護連絡について 
昨年度からの改善点/類似点

.. 

◆ブーススタッフ、及び一般来場者などで急病・けがが発生した場合は、救護までお連れください。  
◆救護までお連れいただくのが難しい場合は、救護チームにスタッフ手配の依頼に来てください。 
◆病院への救護要請は実行委員会救護チームから、警察・消防などへの連絡はすべて運営本部から 
　行いますので、独自のご連絡は絶対にお控えください。  
◆各個人びの救急および警察への要請は混乱のもとになる場合がございますので、ご協力ください。  
◆緊急の場合は、必ず担当:山岸:090-2437-3950/松本:080-4111-5640 までご連絡ください。 

(担当者は救急の際、救護チームと要連携)
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その他

⬛ボランティアスタッフのまかないについて 

　村の方にまかないを作っていただき、クラブハウスにて交代で食事。  
　ドリンクも1日１人最低１本は配給（朝）。　※継続して募集中　  

⬛借用可能な備品について 

　現在、必需備品の数量を運営側で検討しておりますが、 
　生坂村にて借用可能な備品、その他貸していただける備品を探しています。 

（テント、テーブル、イス、カラーコーンなど） 

 
■飲食出店のための水道シンクの工事について 

昨年同様、シンクの水道工事を村の方に依頼 

⬛印刷物、電気水道などのインフラ設備利用について 

会議、打ち合わせに必要な印刷物や、会期中の電気、水道の利用をさせて頂きます 

　 

昨年度からの改善点/類似点
1日目　昼 350円おにぎり　夜 500円分弁当　 
2日目　朝 350円おにぎり　昼 500円分弁当　 
クラブハウスにて配給。 
まかない：1人1700円×約200人＝34万円分 

手配備品一覧(作成中)に、借用可能な村の備品、 
協力いただける方からの備品、借用をお願いします。 

シンクの水道工事を村の方にて。

会議、打合せに必要な印刷物等を生坂村施設で 
お願いします。 

また、会期中(会期準備中含)の電気、水道等を 
利用させて頂きます。
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その他

⬛託児所スペースについて　 

　今年も場所をお借りして、救護担当の方にもご対応いただきます。 
　※予算に救護担当の方の人工が計上されています。 
　 

⬛場内放送システムの利用に関して 

　こちらで音響関係の業者さんに依頼中です。 
　少数でもメガホン＆スピーカーなどありましたらお貸しください。 
　 

　※音響＆照明、川エリアへの放送の件ご提案いただいています。 
　 

⬛生坂村のブース出展について 

　この機会に生坂村の魅力を味見できるブースを出展、地域のPRを。 

⬛お問い合わせに関して 

　生坂村で開催ということで、やまなみ荘などにお電話などが入ってしまう場合が考えられます。 
　その場合は事務局へ繋いでいただくようにお願い 
　※FAQと事務局電話番号準備中 

■ステージに関して 

　ライブアーティストとの兼ね合い含め検討中

昨年度からの改善点/類似点

お子様向けに、救護の担当の場所を休憩場所として 
お願い

エリア集約をし、場内放送を円滑化します。 
音響設備とメガホン等を連携し場内放送でお客様に連絡、 
スピーカーなどの備品提供や貸借のご協力をどうぞよろ 
しくお願いします。

 
 
生坂村の魅力を語っていただくため、生坂ブースを出展 
いただき、直接お客さんと地域の方がお話しできるよう 
にお願いをさせていただいています。
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フェス全体　2日間のスケジュールに関して
ご検討事項

【場内アナウンス】 
◯イベントやデモンストレーション、プログラムの告知、 
　スケジュールをお知らせ。1日目 


  9:30 村長あいさつ　 

10:00 開会宣言 

10:10 全体案内アナウンス 

11:00 パラグライダーデモ飛行 

11:30 スラックラインデモ 

12:00 ピザ釡焼きたてピザ試食会など 

13:00 各種イベント 

14:00 各ブースPRタイムorインタビュー 

16:00 アクティビティ終了アナウンス 

18:00 ナイトバルーン開始アナウンス 

21:00 終了アナウンス＆２日目のご案内 


【全体の流れ】※詳細調整中

2日目 

6:00 早朝熱気球＆ソラヨガ 

9:00 全体開始アナウンス 

9:30 全体案内アナウンス 

10:00 パラグライダーデモ飛行 

10:30 スラックラインデモ 

12:00 ピザ釡焼きたてピザ試食会など 

13:00 各種イベント 

14:00 各ブースPRタイムorインタビュー 

16:00 アクティビティ終了アナウンス 




フェス全体　2日間のスケジュールに関して　詳細

⬛

ご検討事項

イベントとプログラムの告知、スケジュールにて。

仮



協賛とパンフについて

⬛ゴールドスポンサー　限定１社 一口：50万円 

　◯ナガノアウトドアフェスティバル 「supported by ◯◯」を全てに掲示 

　◯パンフレット　5000部　社名掲載 

　◯ポスター　　300部　社名掲載 

　◯Webサイト　バナー掲載　 

　◯スタッフTシャツ バックプリントにロゴ掲載　 

　◯当日会場バナー掲載　　メイン会場の正面入り口　気球と記念撮影する場所に 

⬛シルバースポンサー　限定５社 一口：１0万円 

　◯パンフレット　5000部　社名掲載 

　◯ポスター　　300部　社名掲載 

　◯公式サイト　バナー掲載　 

　◯スタッフTシャツ バックプリントにロゴ掲載　 

　◯当日会場バナー掲載　　メイン会場の正面入り口　気球と記念撮影する場所に 

⬛サポートメンバーシップ（協賛）　一口：1万円　 
 　◯２デイチケット１枚進呈 
　 ◯公式サイト　社名掲載 

　 

ご検討事項

 
。



周辺宿泊先のご紹介

村内と周辺の宿泊施設キャンプ場を昨年と同じように公式サイトでご紹介させていただきます。 
昨年は、村内すべてのお部屋が埋まりましたので、今年も村内は満室が予想されます。 
 
できれば周辺市町村の宿の方にもフェス特別プランなどを打ち出し、 
地域の魅力を発信し相乗効果を使ったPRをしていただけると幸いです。 

⬛ホテル・旅館・民宿（生坂村内） 
　・やまなみ荘　etc 
　・ 

⬛ホテル・旅館・民宿（生坂村外30分以内） 
　・聖高原ホテル　etc 
　 

⬛キャンプ場（生坂村外30分以内） 
　・とくら沢キャンプ場 etc 

 

2016年度　旅行代理店とのタイアップ企画仕込みについて 
 
■旅行代理店タイアップ 
　・JTB  

⬛県内or国内バスツアータイアップ 
　・アルピコ 
 
　 

ご検討事項

「フェスのために泊まる」という方に、 
割引ではなく、プラスの特典などご検討ください。

今年に販売代理店とのタイアップでツアー販売仕込み。 
販路拡大策の展開。

昨年度からの改善点/類似点



事前告知／メディア実績について

⬛メディア 
　昨年度同様、イベント告知の為、ラジオ、テレビなどのメディアから取材依頼を想定しております。 
　イベントの告知はもちろん生坂村の魅力を紹介してまいります。 

⬛事前PR動画 

　イベントの告知動画を配信、現地の魅力も訴求しHPやSNSから広く発信します。 
　今年は本当に当日体験できる内容そのままを配信します。 

⬛公式パンフレット掲載 

当日の来場者へお配りする公式パンフレットに、生坂村の魅力を紹介する枠を設け、 
生坂村に再来したくなる情報を掲載させていただきます。 
※アクティビティや特産物などの情報をご相談の上 
 
　

昨年度からの改善点/類似点

生坂村の露出を増やし、引き続き知名度を上げるお手 
伝いができればと思います。 
昨年よりもメディアでフェスの告知はもちろんですが、 
なぜこんなイベントができるのか、それは生坂村の素晴 
らしい立地があるからこそということ、さらに生坂村で 
体験できるアウトドアの魅力を紹介するように致します。

昨年同様にフェスの告知用動画を配信致します。 
今年は徹底的にフェス当日にできること”そのまま”を 
ご紹介します。

 
フェス参加者に、割引ではなく付加価値型の、 
次回特典付き券などを準備いただけますでしょうか？ 
※10分延長特典 
※ドリンク1本サービス 
※プチプレゼント（来てからのお楽しみ）

ご検討事項

28


