企画・制作 朝日新聞社メディアビジネス局
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おぎやはぎが、
ハッピーな仲間と一緒にキャンプを体験する

「おぎやはぎのハピキャン」のスピンオフ企画

キャンプギアが、防災・減災にも役立つことを知っていますか？ ハッピーなキャンプを楽しむ人気バラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」のスピ
ンオフ企画「気張らず楽ちん！プチキャンプ」に、矢作兼さん
（おぎやはぎ）、塚地武雅さん
（ドランクドラゴン）、森田哲矢さん
（さらば青春の光）、
薄幸さん
（納言）が登場。楽ちんキャンプをかなえるだけではなく、
「いざという時にあったら便利！」なギアを紹介します。
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い多孔式バーナーを備え、耐荷重は

持ち運びやすく
収納スペースに困らない

20kg。さらに連続燃焼時間は75分（※
2）
と、1回につき長時間使用できるのも
特徴の一つ。温かい料理をそのままおい
しく味わえるため、キャンプシーンのみな
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アウトドアはもちろん、
災害など有事の際にも活躍する
軽量マットレス

キャンプ初心者もすぐまねできる楽しみ方

日帰りバーベキューやデイキャンプなど、“プチキャンプ”を気軽に楽しむ人々が増えて
いるこの頃。キャンプを趣味とする芸人が増えるなか、初心者・薄幸さんの「面倒な手間
はなるべく省きたい！」という要望を、矢作兼さんが中心となってかなえます。

生後の炊事や、湯沸かしにも役立ちます。

まる」。外側風防と内側風防の2段階

本体サイズはW34.1×H12.9×D28.3cm、

プロテクトで、五徳にのる鍋や調理器具

重さは約2.4kgと小型かつ軽く、備え付

の大きさ、形状に関わらず、安定した遮

けの専用キャリングケースにまるごと収

風効果を発揮、必要な空気は内側風防

納でき、持ち運びも便利です。
スタンドは熱に強く、頑強なアルミダ

ダッチオーブン（※1）も使用できるの

上で使用できる実用性が魅力です。

込み料理など、アウトドアクッキングの

※1 鍋底の直径16〜24cm
※2 気温20〜25℃の時、強火連続燃焼にて
カセットボンベを使い切るまでの実測値

アウトドアやキャンプシーンでの睡

マニフレックス商品のなかでは最

選択肢がぐっと広がりそうです。さらに

も 小さく、折り畳み 時 の サイズは

専用アクセサリーシリーズ（別売り）も多

ンプウィング」。2011年の東日本大震

W80×H56×D24cmとコンパクト。

彩で、焼肉プレートやグリル、鉄板焼きプ

災時、マニフレックスが避難所や仮設

車中であればリアシートの足元に置く

レート、たこ焼きプレートなど全6種類を

住宅などへ提供してきた三つ折りタイ

ことができ、ワンボックス車やRV車な

展開。目的や好みに合わせて選べる楽し

プのマットレスをベースに、多くの改良

らフルフラットにして快適な車内泊を

さも提供します。

が加えられて誕生しました。

実現できます。家での収納場所もとら

芯材には適度な反発力で体をしっか

ず、ソファーとして日常使いができるのも
うれしいポイント。3.9kgと軽く、持ち運

発フォーム「エリオセル®」を使用。後

びに便利なキャリーハンドル付きです。

魚店、精肉店で購入したハマグリ、ソーセージなどを、デッキスペースで焼き上げます。

頭部・首・肩と背中・腰・お尻にかけて

パイピングには蛍光のオレンジカラー

調味料を少し付けるだけでも十分においしく、塚地武雅さんの「うまいー！」という声が響

の2つのS字カーブをサポートし、背中

を採用、明かりが十分でない場所でも

きました。お酒好き芸人として知られる薄幸さんは、味付けがぐっと“大人っぽく”なる

にごつごつと当たる地面の凹凸を吸収

視認性を確保できます。快適なキャン

ハイボールの簡単アレンジを紹介。森田哲矢さんは「俺のジュースにも合うんかな？

します。アウトドアシーンはもちろん、

プシーンだけではなく、災害時など

やってみよ！」と乗り出し、メンバーの笑いをさそいました。

災害発生後の避難所といった普段な

「睡眠の質など二の次」とされてきた

じみのない場所でも質の高い睡眠を可

様々な局面に。日頃から１枚備えてお

能にします。

きたいマストバイなギアです。

イキャスト製。風に強い上に、様々な卓

で、フォンデュはもちろん、蒸し料理、煮

眠の質を徹底追求したマットレス「キャ

りと支え上げて体圧を分散させる高反

「ちょっと休憩したくない？」と、アウトドアマットレスを紹介。
「このままぐっすり眠れそうだよ」

らず、電気やガスがストップした災害発

の下から引き込んで燃焼を支えます。

キャンプの舞台は、都内から車で約1時間の神奈川県葉山町。事前に立ち寄った鮮

ほろ酔い気分となった頃、本家番組でキャンプの経験値を高めている矢作さんが

“空気は通しても、風は通さない！”
と、堂々とうたわれる「カセットフー タフ

炎長が短く、風の影響で炎が消えにく

2重の風防で安心
温かい料理を手軽に
カセットフー タフまる

と寝転びながら、まどろみの時間を過ごします。食事の締めは、チーズフォンデュ。風防ユ
ニット搭載のカセットコンロを手際良く使い、“あつあつ、とろ〜り”を堪能しました。
終盤には、フィンランド発のアウトドアスポーツ・モルックで、片付け役を決めるペア
戦が。日本代表として世界大会への出場経験を誇る森田さんは人一倍意気込み、レク
チャーにも熱心な様子です。

「おぎやはぎのハピキャン」

キャンプ初心者も手軽に取り入れられる楽しみ方が提案された今回のスピンオ
フは、地上波で放送予定。詳細は公式サイトをご確認ください。また、ハッピーな

メ〜テレ（毎週木曜日深夜0:15〜）
を含む
全国25局で放送中！

キャンプライフを提案する「おぎやはぎのハピキャン」は、メ〜テレを含む全国25局で
放送中です。YouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」でも様々なコンテンツを配信
しているので、ぜひお楽しみください。

本紙面でご紹介したスピンオフ企画の放送日は、各局の番組情報でご確認ください。

■ 放送局一覧

撮影協力: Hayama RV-SITE by Star Home
photographer 吉田 達史

「ハピキャンチャンネル」で

詳しくは
公式サイトを
チェック

防災・減災にも役立つ
キャンプギアをご紹介！

https://happycamper.jp/

静岡朝日テレビ 毎週月曜日 25:15〜25:45

広島ホームテレビ 毎週土曜日 24:20〜24:55

岩手朝日テレビ 毎週火曜日 24:50〜25:20

大分朝日放送

毎週水曜日 25:10〜25:40

エンタメ〜テレ

毎週日曜日 13:00〜13:30

秋田朝日放送

毎週水曜日 25:20〜25:50

東日本放送

毎週月曜日 24:56〜25:26

北陸朝日放送

毎週日曜日 24:55〜25:25

九州朝日放送

毎週水曜日 24:50〜25:20

長崎文化放送

毎週日曜日 10:56〜11:25

瀬戸内海放送

毎週日曜日 23:55〜24:25

テレビ神奈川

毎週金曜日 25:30〜26:00

山口朝日放送

毎週月曜日 24:45〜25:15

北海道テレビ放送 毎週水曜日 24:50〜25:20

テレビ埼玉

毎週火曜日 21:00〜21:30

TOKYO MX

毎週日曜日 16:30〜17:00

毎週土曜日 6:00〜6:30
鹿児島放送

毎週木曜日 24:50〜25:20

朝日放送テレビ 毎週火曜日 25:38〜26:14

琉球朝日放送

毎週土曜日 24:30〜25:00

新潟テレビ21

毎週月曜日 24:50〜25:20

青森朝日放送

毎週日曜日 24:25〜24:55

福島放送

毎週土曜日 13:30〜14:00

群馬テレビ

毎週木曜日 22:30〜23:00

長野朝日放送

毎週日曜日 11:20〜11:50

愛媛朝日テレビ

毎週土曜日 16:00〜16:30

「いざという時」のためにも備えておきたい！ おすすめアイテム 3選
どこでも手軽に、
おいしく
エネルギーをしっかりチャージ！

わずか5秒で炭酸水が完成
電源不要※1だからアウトドアにも！

スマホ約10台分の充電ができる
コンパクトな蓄電池！

必要な栄養素をスピーディーに摂取でき

電池や電源が要らず、好みの炭酸の強さを選

野外でのスマホなどの充電に役立つディアライ

る「 in ゼリー」シリーズ。水分補給も兼ねるこ

べる「ソーダストリーム」。湧き水でつくった生

フの「ポータブル蓄電池 エナジープロS」
（49,500

とができ、胃に負担を与えにくいので、キャン

炭酸水で唯一無二のハイボールも楽しめるので、

円）
は、普段はコンセントにつないだままでOK。

プのお供はもちろん、ライフラインが止まった

大人のキャンプシーンがより盛り上がります。新商

満充電後にコンセントから外さないと劣化し

時の非常食にもお勧めです。日頃から食べ慣れ

品「TERRA（テラ）」にはシリンダークイックコネ

たり、再充電を忘れると使えなかったりする従来

たもの、好みの味は、緊急時における心と体の

クト※2が採用され、ガスシリンダーの交換がワン

品の弱点を克服しました。災害で停電した際、

癒やしにもなるはず。日々使いながら買い足す

タッチで済むように。手間がかからず、アウトドア

家族の安否確認や情報収集にスマホは欠かせな

“ローリングストック”を意識し、おいしい栄養

や緊急時にもさっと役立てられる優れものです。

いもの。ソーラーパネルとそろえるとさらに安心

※1 一部全自動モデルを除きます
※2 これまでのブルーシリンダー（ねじ込み式シリンダー）は
「TERRA」には使用できません

補助食品を有効活用しましょう。

です
（セット売り・69,300円）。
※価格はいずれも税込みです

in ゼリー エネルギー マスカット味

TERRA

ポータブル蓄電池 エナジープロS

■詳細は森永製菓株式会社「 inゼリー」の公式サイトへ
https://www.morinaga.co.jp/in/jelly/

■詳細はソーダストリーム株式会社の公式サイトへ
https://www.sodastream.jp/

■ 朝日新聞SHOPの公式サイトからご購入ください
https://shop.asahi.com

