
チェック チェック

テント 我が家はコールマンのツールームテント。 LEDランタン
メインで使うものの他に、調理用、寝室用など小さいものが複数あると便利。充電式だと

楽です。

タープ テント＋タープのレイアウトの場合 ストリングライト

あるとサイトが一気におしゃれな雰囲気になります。安い物なら1000円台で購入可能。

ソーラー電池、電源につなぐUSBタイプ、電池タイプがありますが、雨に濡れても平気な

ものを選びましょう。

グランドシート テントの下に敷くシート ランタンポール
ランタンを引っ掛けるフックのないテントの場合はあると便利です。テントの撤収後に食

器乾燥ネットをかけられるのも◎

インナーマット インナーテントの中に敷く。 ランタンフック 100均で購入可能。ポールに荷物をかけることができます。

ペグ
テントの重要箇所8本は丈夫な鍛造ペグ。

残りはアルミペグにしています。
ヘッドライト 実はセリアで購入可能。電池が結構長持ちするので2.3泊なら一つで行けそうです。

ロープ テントの固定やキャノピー（タープ）の立ち上げに使用 チェック

ペグハンマー 安い物でOK カイロ
貼るタイプを背中にはっておくと冬場の快適さが変わります。

多めに持っていきましょう。

レジャーシート 設営時の荷物置き場やリビングのくつろぎスペースとして。 電気毛布
あると寝るときの快適さが違います。

電気の消費量が多いので電源付きのサイトがおすすめです。

ブルーシート

雨で地面が汚れているときは大きいブルーシートを敷いてその上からテントをたてるとき

れいに保てます。また、リビングスペースにしいておけばテントの中で靴を脱いでくつろ

ぐことも可能。

銀マット インナーマットの下にひくと地面からの冷えを軽減できます。

ハンガー・ハンガーラッ

ク

分解すればかなりコンパクトになるので家で使っている人は持って行ってみましょう。荷

物をかければ棚より収納力が上がります。
チェック

チェック レインウェア
上下がわかれているタイプだと動きやすくて便利。登山も楽しみたい人はきちんとしたも

のを持っておくと結構使えます。

シュラフ （寝袋）
温かさ重視ならマミー型。コスパ重視or連結して使いたいのであれば封筒型がおすすめ。

夏場はタオルケットをかけるだけでもOK。
傘 車に数本積んでおきましょう

インフレータ―マット 足で膨らませるタイプ・空気入れで膨らますタイプがあります。 長靴 雨の日は必須。ショートタイプの方が脱ぎはきはしやすいかも

チェック サンダル
クロックス系が便利。脱ぎ履きが便利なので持っていける場合はテント用に持っていきま

しょう。雨の日は絶対。

ポータブル電源

あるとないとでは快適度が全然違います。スマホやライトの充電や自動空気入れ、冬場の

電気毛布、プロジェクターなどに。

Jackeryのものがおすすめです。

チェック

スマホの充電ケーブル 忘れると大変。車に一本入れておきましょう。 トランプ テントの中で楽しむ用。

カメラ 記録用に。レンタルでGoproを借りるのも◎。 御朱印帳 キャンプのついでにちかくの寺社をめぐると楽しいです。

ビデオカメラ 記録用に。レンタルでGoproを借りるのも◎。 花火 消灯時間前のお楽しみ

チェック バトミントン 設営の空き時間に楽しめます。周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。

イス コンパクトなタイプが◎。こだわるならヘリノックス推奨。 フリスビー 設営の空き時間に楽しめます。周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。

焚き火テーブル
焚き火を囲むように設置するテーブル。

コールマンのものが比較的軽いのでおすすめ。
縄跳び 設営の空き時間に楽しめます。周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。

ミニテーブル
レジャーシートの上において使ったり、調理台にしたりと重宝するので持っておくと便

利。1000円ぐらいで買えます。
チェック

テーブル 折り畳み式のテーブル。こちらはあってもなくても◎。 救急セット 結構使います。

チェック 薬 常備薬もお忘れなく

焚き火台 （兼BBQグリ 網を置いてBBQグリルにできるものが便利。網は100均で購入可 チェック

チャッカマン （ガスバー

ナー）

風の強い日など火力が欲しいときはバーナーがおすすめ。普段も刺身をあぶったりチーズ

に焦げ目をつけたりと結構使えます。
洗濯ロープ

洗濯をしなくてもテントのタグに引っ掛けたり、サイト内の木に引っ掛けたりと便利で

す。100均で購入可能。

薪
すぐに火が付くのは針葉樹。持久力は広葉樹。現地調達も◎（値段を調べておくと良いか

も）
洗濯ネット

コインランドリーを利用するときにそのまま持ち運べる大型のものがあると便利です。ま

た、着替えたものを分別してあらかじめネットに入れておくと帰ってからの洗濯がものす

ごく楽になります。

炭
木炭。こだわる人は備長炭とか使っても◎。キャンプ場よりホームセンターの方が安いこ

とが多いです。
洗濯洗剤 場内にある洗濯機を利用する場合も。ジップロックに入れて行くと便利

着火剤
松ぼっくりや杉の葉でも代用可能ですが、持っておくと安心。シートタイプ、ジェルタイ

プ、固形タイプなどいろいろあります。
靴を干すハンガー

水たまりに入ってしまうのが子供。

天候にもよりますが、靴用のハンガーにかけておけば翌朝には靴が多少乾くかも…。
火起こし器（チャコス

タ）

実はセリアにも売っている火起こし器。あると炭に火が付くのがめちゃくちゃ早いです。

コンパクトにしたいならキャプテンスタッグの折り畳み式のものがおすすめ。1000円台で
チェック

ひばさみ 100均で売っているもので十分 食器用洗剤 小さめのボトルを一本持っていくと便利

皮手袋 1000円ぐらいで買えます。肘まであるタイプがおすすめ ガスボンベ（燃料缶） バーナーやコンロ用。

火吹き棒 100均に売っているもので十分 まな板 シート 肉や魚を切るときにあると便利。いちいちまな板を洗いに行かなくて済みます。

軍手 テントのクリップを留めるときや熱いメスティンを扱うときにあると便利 電池 電池式のランタンを使う場合は残量があるかきちんと確認しましょう。

肉を挟むトング 100均に売っているもので十分 オーブンシート 鍋やメスティンへのこびりつき防止に。メスティンの蓋で目玉焼きを焼く時に必須。

チェック アルミホイル
野菜のホイル焼きはもちろん、ある時は丸めてタワシに、

ある時はハサミの切れ味復活に、と使える幅も広いです。

ガスコンロ
1口と2口のタイプがあります。

風よけがついているアウトドア用がおすすめ
キッチンペーパー 様々な場面で活躍。

固形燃料 自動炊飯用。固形燃料1個でちょうどご飯が炊けるので時間を気にしたくない時に便利 サランラップ あまった食材の保存用

燻製チップ 桜・クルミ・リンゴなどがあります。ほうじ茶の葉でも代用可能 ビニール袋 ビニール袋を活用して調理すると洗い物が最小限で済みます。

スポンジ
キャンプ場に置いていないところが多いので持っていくと安心。衛生的にも自分のスポン

ジのほうがいいと思います。
割り箸 生ものの取り分けやBBQ用に。エコ志向の人はステンレスのマイ箸を持って行っても◎

包丁 危ないのでケースに入れて持っていきましょう。ケースは100均で手に入ります。 紙皿・紙コップ 撤収時など、洗い物を増やしたくない時に。

まな板 薄いものでOK。シリコンだと滑らなくて便利 ティッシュ ボックスで1つ置いておきましょう。

クーラーボックス ハード型の方が保冷力は高いです。家の収納場所に限りがあるならソフト型でも◎ ウエットティッシュ 筒形のものが便利。アルコール配合だと除菌もできます。

オタマ 普段使っているものでもOK マスク 予備を多めに持っていきましょう。

ボウルや網 普段使っているものでもOK ゴミ袋
生ごみを入れる大きいものと缶やペットボトルを入れるスーパーの袋を持っていきましょ

う。現地で買うと高いことが多いです。

さいばし 普段使っているものでもOK チェック

しゃもじ 普段使っているものでもOK 塩コショウ どんなものでも塩コショウをかければ大抵美味しい

皮剥き器 普段使っているものでもOK ほりにし 知る人ぞ知るアウトドア用スパイス。肉の味が1ランクUP。

料理用はさみ 大きな肉を切り分けるときに必須 焼肉のタレ お好みのものを持っていきましょう。我が家はヨシダのソースが好きです。

スプーン 100均に折り畳み式のものが売っています。 しょうゆ 小型のものがあると便利です。

平皿 仕切りが付いたものだと、タレやサラダと分けられて便利 ドレッシング カットサラダにドレッシングをかければ野菜もとりやすい。

深皿 カレーなどに。100均でもステンレス製のものが売っています。 オリーブオイル アヒージョをする場合は多めに持っていきましょう。

コップ （シェラカップ）
コーヒーや豚汁、スープなどに。100均でも購入可能ですがこだわりたい人も多く、スノー

ピークのものが人気です。
チェック

雪平鍋 便利なので個人的に使っています 水 コーヒーや豚汁、スープなどに。

クッカーセット 3000円ぐらいのもので十分。スタッキングができるのでかさばらず便利 お米 肉には白米！という人は忘れずに。計量してジップロックに。

中華鍋 便利なので個人的に使っています おかし マシュマロは置いていないコンビニが多いので要注意

メスティン 炊飯や燻製に使います。網つきで大小サイズがあると便利 ドリップコーヒー 毎日コーヒーを飲みたい人はドリップパックが便利。

ホットサンドメーカー 直火で使える柄の長いものが便利。 チェック

スキレット アヒージョや簡単な焼き物に便利 タオル 洗面用のきれいなものと汚しても良いタオルが必要。

チェック ハンドタオル カラビナ等でズボンにつけておくと拭きたいときに手を拭けて便利

ウォータージャグ 水場が遠いときはあると便利。100均で購入可能 シャンプー お気に入りのものがある人は持っていきましょう。

食器乾燥ネット 100均で買えます。ちゃんとしたものが欲しければコールマンのものがおすすめ コンディショナー お気に入りのものがある人は持っていきましょう。

食器洗い用のバケツorカ 洗い場に皿を持っていくときあると便利 歯ブラシ・歯磨き粉 結構忘れがち。

新聞紙
食器の油をざっと拭き取ったり、濡らしてコンロをきれいにしたり、着火剤にしたりと用

途多めなのでとりあえず持っていくのがおすすめ。
コンタクト こればかりは現地調達できないので絶対に忘れないように

麻ひも 着火剤にするのも良し、ブッシュクラフトで使うもよし。あると便利です。 メガネ こればかりは現地調達できないので絶対に忘れないように

ほうき・ちりとり
テント内の細かい泥やゴミなどを払ってからたためばいつもきれいに使うことができま

す。100均の小さいもので十分
メイク落とし・洗顔フォーム どんなに寒くても夜はメイクを落としましょう(笑)

ナイフ モーラナイフが◎。後ろにメタルマッチがついているのがおすすめ。 メイク用品 防水のビニールポーチに入れておくと汚れにくくて良いです。

ハサミ 紐を切ったりパッケージを開けたりするときに。調理用ばさみを兼用してもOK ボディーソープ お気に入りのものがある人は持っていきましょう。

おすすめグッズの購入先はこちらの記事にリンクしています↓

https://www.mamamatome.com/blog/2022/04/13/check-list/

遊び道具

テーブル・イス

BBQ・焚き火

救護・医療

洗濯用品

消耗品

調理用品・食器

調味料・油

基本食材

あると便利な小物

洗面用品・メイク

電化製品

テント・タープ関係 照明

冬対策

寝具

雨対策


