STARLIGHT CAMPZ 2022

―PARKCAMP WITH HALLOWEENNIGHT（昭和の森)―
参加要項

はじめに 千葉県内最大級の面積を誇る千葉市昭和の森公園の「太陽の広場」において開催するキャン
プ型エンターテイメントイベントです。このコロナ禍における制限の中で、「できないことをできるよう
に」「できないことを最大限に楽しむ」ということを基本コンセプトに掲げています。オープンマーケッ
ト、グルメフェス、ミュージック花火、スターライトツアーズ、ライトアップ、他にはない盛りだくさんの
様々な企画をご用意しています。
キャンプ場ではないため、制約の多い内容となりますが、予めご了承いただきご参加いただきます
よう、お願い申し上げます。普段楽しめない夜の公園をご堪能ください。
日 時

令和 4 年 10 月 29 日（土）～30 日（日）
受付開始の土曜日 11 時から翌日日曜日 12 時まで、昭和の森を十分に満喫してください。
雨天決行、荒天中止となります。
また、コロナウイルス感染症拡大の場合は中止の場合もございます。詳しくは web サイトおよび
公式 SNS（Twitter や Facebook ページ等）をご覧ください。

申込

WEB サイト（www.starlight-campz.com）より、チケット販売サイト（パスマーケット）に
入っていただき、チケットの購入をお願いします。
その際には必ず、WEB サイト記載の注意事項、参加要項をお読みください。

駐車場 STARLIGHT CAMPZ のお客様は、臨時駐車場の専用エリア内に駐車していただきます。
駐車料金は、入庫時払いで、1 日 400 円、2 日間 800 円になります。
駐車場の利用時間は、29 日（土）11 時から翌 30 日（日）13 時までとなっております。そ
れ以外の時間帯は閉場されておりますので、車の入出場ができません。
駐車場内での盗難・事故・トラブルにつきましては一切責任を負いませんのでご了承下さい。
受付

受付ブースは、臨時駐車場入り口にございます。11 時より受付開始になります。
テント区画をお伝えします。その後、各自区画に進んでいただきテント設営をしてください。

荷物について
駐車場からテント区画まで距離がありますので、台車等をご持参いただくと便利です。本部でも
台車は数台用意しますが、数に限りがございますので、予めご了承ください。
設営
1１時からテント設営は可能です。

テント区画内での焚火及び炊事はできますが、地面直火は禁止です。市販のカセットコンロや足
付きのコンロ、焚火台等をご使用いただき、火気の取り扱いには十分お気を付けください。なお、
灰の捨て場はございませんので、お持ち帰りできるよう、ご準備願います。
キャンプ場ではないので、炊事場やグリース・トラップなどの排水施設がありません。洗い物や食べ
残しの排出などはできませんので、ご了承ください。
フードトラック及び売店の営業をしていますのでご利用ください。
SDGs の観点からごみを持ち込まない、残さない、お持ち帰りにご協力をお願いいたします。
季節柄、夜が寒くなります。暖の取ることのできる寝具、衣類の持ち込みをお勧めします。
焚火やストーブの持ち込みは OK ですが、火事には充分お気をつけください。
園内回遊について
日中は広大な公園を存分にお楽しみください。オープンマーケット、グルメフェス、イッテミッケ、大
道芸など皆様で楽しめるコンテンツを用意しています。
また、昭和の森で実施している恐竜王国（9 時-17 時）の入場もリストバンドを提示していた
だければ 100 円引きで入場できます。夏休み期間限定で開催されていたナイトツアー（17 時
30 分-21 時）も 29 日のみ開催されます。こちらも同様にリストバンドを提示していただければ
100 円引きで入場できます。
18 時以降は、園路、イベントエリアとなる広場以外は立入禁止になります。園内は、夜間用照
明が少なく、崖地や傾斜が多いため、危険防止の観点からご理解願います。
この他、スタッフの指示に従ってください。
イッテミッケ
90 分の制限時間内に昭和の森内の隠れポイントや見つけづらいポイントを写真に撮って点数
を競うゲームです。上位入賞者には賞品がございます。結果はサイトで発表いたします。
事前にパスマーケットよりお申し込みください。当日も本部で受付しております。
参加費は、1 グループあたり 1000 円です。1 グループは何人でも構いません。
開催時間は、12 時-17 時まで（最終受付 15 時 30 分）となっております。
オープンマーケット
会場内でオープンマーケットを開催しています。（29 日（土）11 時-21 時）
キャンプ用品のアウトレットから始まり、なんでも市を開催しています。
オープンマーケットの出店要項については別添をご参照ください。
グルメフェス
秋の大収穫祭と称して様々なジャンルのフードトラックが会場内の賑わいを創出します。
ハロウィン仕様に仕上げられたグルメフェスエリアで千葉の美味しいを堪能してみてください。
グルメフェスは、29 日（土）11 時から 21 時までの開催です。

翌朝 6 時から、パンマルシェの販売もします。パンコーディネーターがセレクトする美味しいパンを
ご賞味ください。（売り切れ次第終了になります）
スウェーデントーチワークショップ（10/25 内容を加筆）
オープンマーケット会場内でスウェーデントーチのワークショップを開催します。
材料は昭和の森の倒木を予定しておりましたが、乾燥に時間を要したことから、ヒノキの間伐材
とカラマツになったことをご了承願います。
作業される方には手袋（軍手でも OK）を用意して頂きます。
内容としましては、ノコギリで加工体験→ヒノキの皮剥がし→カラーマジックでペイント→デモンスト
レーション→引き渡しを予定しております。
事前にパスマーケットよりお申し込みください。参加費は、お一人様 3000 円です。
開催日時：29 日（土）13 時・14 時・15 時・16 時の計 4 回
1 回あたりの定員：各時間 5 名ないし 6 名
受付方法：キャンプの受付時に先着順で希望時間を受け付けます。
大道芸人によるパフォーマンス（10/25 追加コンテンツ）
プロの大道芸人によるパフォーマンスがご覧いただけます。
グルメフェスとオープンマーケットの 2 会場で行います。
パフォーマンスの時間割は、SNS 等で公表します。
ミュージック花火
20 時よりミュージック花火の打ち上げがございます。
この花火はクラウドファンディングによって開催されます。
テントエリアから花火が見えないお客様には、クラウドファンディング支援者向けの観覧エリアにご
移動いただけます。レジャーシートも配布しますので、ゆっくりお楽しみください。
FM トランスミッターにより、FM 電波を使用し音源を飛ばしますので、チューニングができる FM ラ
ジオを必ずご用意ください。（スマホのラジオアプリには対応しておりません。）周波数については
当日お知らせします。
FM ラジオは、貸し出し（1 台 300 円）も行っております。チケット購入時に同時にお申込みく
ださい。数量に限りがございますので、早めの申し込みをお勧めします。
スターライトツアーズ
スマートフォンのアプリケーションを利用し、星空の鑑賞会を開催します。
秋・冬の星座の見つけ方や、星座にまつわる物語などスターライトコンシェルジュによる解説をお
楽しみください。
時間は 20 時 45 分から 1 時間程度です。集合場所は、当日お知らせいたします。
パスマーケットにより事前申し込みが必要になります。
参加費はお一人様 1000 円です。（未就学児無料）

ライトアップ
太陽の広場中央で樹木に対してライトアップを実施します。（雨天の場合、中止）
非日常空間をお楽しみください。
それぞれの催事は、天候によって開催ができなくなる場合がございますので、ご了承ください。
ペットの同伴について
ペットについては一部ワンちゃんと一緒エリアを設けています。
ご参加には一年以内の混合ワクチン及び狂犬病の接種証明が必要になります。
ワンちゃんは必ずリードを付けた状態にして下さい。
糞の始末は必ず飼い主様で処理をし、お持ち帰りください。

2 日目

日の出以降、明るくなりましたら、公園内の回遊は自由になります。
12 時に完全撤収となりますので、撤収準備を各自進めてください。

キャンセルポリシーについて
荒天と判断した場合、当日朝 6 時に決定し、登録されましたメールにてお知らせします。また、
公式 SNS（Twitter や Facebook ページ等）でもお知らせしますので、必ずご覧ください。荒
天による中止の場合は、パスマーケットの手数料を引いた金額を返金致します。
お客様側でキャンセルをする場合、7 日前まで

パスマーケットの手数料を引いた全額を返金

6 日前から 3 日前まで

50％

２日前から前日まで

80％

当日

100％をいただきます。

キャンセルの手続きは、申込時に発行されました購入明細書（ご購入者名・注文時間・注文
番号）を明記の上、メール（ info@starlight-campz.com ）でお送りください。
禁止事項及び注意事項（必ずお読みください）
入園時の注意事項
・次の症状のある方はご参加できませんので、予めご了承ください。喉の痛み、頭痛、関節痛、
息の吸いづらさ、咳、下痢、結膜炎症状、味が薄く感じる味覚障害等の症状をお持ちの方、
新型コロナウイルス陽性判定を受けている方、自宅待機指示を受けている方、過去 2 週間
以内に新型コロナウイルスの陽性と判定を受けた方との濃厚接触のある方、過去 2 週間以
内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて国・地域への渡航ならびに該当

国の在住者との濃厚接触者のある方を確認させていただきます。該当項目がある方も参加
ができません。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の事前インストールをお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症対策と会場内での注意事項及び禁止事項に従わない方は強制
的に退園していただくか、入園をお断りする場合がございます。その場合のチケットの払い戻し
は一切いたしませんので、予めご了承ください。
園内でのお願い
・公園施設や樹木を傷つけたり、壊したりしないでください。また、草花や野草を採らないでくださ
い。
・公園内の池に入ったり、釣りをしたりしないでください。
・指定されたエリア以外、自動車やオートバイの乗り入れはできません。自動車やオートバイは、
専用駐車場に駐車してください。
・ドローンを含む、模型飛行機の飛行は禁止です。
・その他、千葉市昭和の森の禁止事項の遵守願います。
・参加者同士の密集を避け、人と人との十分な間隔の確保をお願いいたします。
・飛沫感染防止のため、大声での発声や会話はご遠慮ください。
・アルコールの販売や持ち込みは可能になっておりますが、未成年者の飲酒は厳禁です。また、
節度ある飲酒を心がけていただき、酩酊したり、宴会騒ぎにならないようにお願いします。な
お、新型コロナウイルスの感染拡大等、社会情勢の変化や園内での安全確保の観点から、
飲酒を禁止にさせていただく場合もございますので、ご了承願います。
・他のご利用者に迷惑となる行為（大音量での音楽や大声での会話など）は、ご遠慮くださ
い。
・一般的なキャンプサイトと違い、昼間の利用のみを想定した公園となっておりますので、排水設
備がなく、炊事場やシャワー施設などのアメニティ設備もございません。炊事は、各自のテント
エリア内でお願いします。洗い物はできませんので、予めご了承ください。
・ペグの抜き忘れにはくれぐれもご注意ください。
・SDGs の観点からごみを持ち込まない、残さない、お持ち帰りにご協力をお願いいたします。
・このほか、スタッフの指示には従っていただきますよう、お願いいたします。
なお、これらの新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項は、千葉県の「イベントの開
催制限等について」に基づいた内容になっております。今後、制限変更に伴って注意事項を改
定する可能性がございます。
その他
・当日の本イベントに関する不明点はスタッフウェアを着用しているイベントスタッフにお尋ねくださ
い。

・前日までのお問い合わせは、メール（ info@starlight-campz.com ）にて承っておりま
す。
・当日のお問い合わせにつきましては、事前にご案内するメールの中に専用の電話番号をご案
内いたします。
・なお、本イベントからのメールは｢info@starlight-campz.com｣またはパスマーケットからの
「passmarket-master@mail.yahoo.co.jp」で送信致します。これらのメールを受信できる
ように、あらかじめご自身の PC・携帯電話およびスマートフォンのメール設定をお願い致します。
・追加情報等につきましては、以下の公式 SNS で随時発信しております。ご登録をお願いしま
す。
Twitter：https://twitter.com/CampzStarlight
Facebook：https://www.facebook.com/starlightcampz
公式 LINE：@702vmabn
Instagram：https://www.instagram.com/starlight_campz/
アメブロ：https://ameblo.jp/starlight-campz
制約の多い内容となりますが、ご理解をいただきご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

