
Block Party CAMP 2022 滝と渓流の高山キャンプ場 
2022.10.15 (Sat) - 10.16 (Sun) 

ーーー詳細とガイドラインーーー 
2022.10.13 アップデート 

日程 : 

2022年10月15日(土) 12:00  -　10月16日(日) 07:00 
夜間を通しての開催となります。 
音楽演目は7時までですが、12時まで会場をご利用頂けます。 
レイトチェックアウトをご希望の方は17時まで滞在可能です。 

会場 : 

滝と渓流の高山キャンプ場 
〒526-0201 滋賀県長浜市高山町2324　 
http://takayama-camp.com/ 
＊イベントについてのお問い合わせは、主催側へメールにてお願い致します。 
camp2022@block-party.info 

全てのチケット販売先： 
Yahoo! パスマーケット 
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02k32i8130j21.html 

http://takayama-camp.com/
mailto:camp2022@block-party.info


タイムテーブル :  

11:30 入場受付開始（この時間までご入場いただけません） 
12:00 キャンプサイト  チェックイン 
13:00 バンガローチェックイン 

12:00-13:45 Kengo 
13:45-15:00 Sergio Rorinandes 
15:00-16:15 Hajime Arai 
16:15-17:30 Dazzle Drums 
17:30-18:00 Dance Showcase 
18:00-19:30 SHUYA OKINO 
19:30-21:00 TOSHIO MATSUURA 
21:00-22:15 HEAVEN 
22:15-23:15 kenjamode 
23:15-00:15 Masaki Ura  
00:15-01:15 Shoya Kitayama 
01:15-02:30 きんぱ 
02:30-04:00 K-SUKE  
04:00-05:15 SHOWHEY 
05:15-07:00 Dazzle Drums 

12:00 チェックアウト 
17:00 レイトチェックアウト 

入場チケット料金： 

前売5,000円 当日6,000円　 
夜間入場チケット（21時から）2500円 
18歳以下 3,000円 
小学生以下 1,000円　 
未就学児　無料 

＊前売り券で上限人数に達した場合、当日券の販売はございません。ご了承下さい。 
＊キャンプ場施設をご利用の方は、バンガロー・テントサイト付きチケットをご利用下さ
い。 



バンガロー・テントサイト付きチケット料金： 

＊4人用バンガロー 40,000円 限定3組 
（駐車場1台 / 4名分の2日間通しチケット代金込） 

＊共同バンガロー　男女別　8,000円 
（必ず詳細をご確認ください / 2日間通しチケット代金込） 
＊共同バンガロー 7時から　男女別　2,000円 
（必ず詳細をご確認ください / こちらはチケット代は含まれません） 

同室の皆さんで少しでも安心してご利用いただく為、以下の点にご協力をお願いします。 
ご入場時にご住所のご記入と、写真付き身分証明書（もしくは氏名住所が確認できるもの
+キャッシュカードなどの2点）のご提示をお願いします。 
貴重品については必ずご自身で管理してください。盗難などの被害に対して、イベント主
催側、キャンプ場は一切の責任を負いません。 
バンガロー内ではマスクの着用、空気の入れ替え、アルコール消毒の積極的な活用など、
感染対策を各自必ず行ってください。 
お子様同伴の場合、お子様が布団を使用しない場合は、入場チケットのみの購入で保護者
様と一緒に共同バンガローをご利用いただけます。 

＊4名用バンガローは1名まで宿泊人数の追加が可能です。 
＊バンガロー追加宿泊料金 1名 3,000円 （入場チケットは別にご購入が必要です） 
＊バンガローにはユニットバスとトイレ、洗面台がありますが、石鹸やシャンプー、タオ
ルなどのアメニティ備品はございません。各自ご持参をお願いいたします。 
＊バンガローの詳細と注意事項を必ずご確認ください。 
http://takayama-camp.com/camping_field/details/bungalow/ 

＊オートキャンプ場 13,000円 
（駐車場1台 / 1名分のチケット代金込） 
  
＊林間キャンプ場 10,000円 
（駐車場1台 / 1名分のチケット代金込） 

＊15日土曜のチェックイン時間は11時半、バンガローは13時となります。 
＊16日日曜チェックアウトは12時、レイトチェックアウトは17時となります。 
＊レイトチェックアウト（チケット販売サイトでご購入いただけます） 
林間キャンプ1500円、オートキャンプ3000円 
4人用バンガロー4500円、共同バンガロー1,000円 

http://takayama-camp.com/camping_field/details/bungalow/


＊コインシャワー（1回100円）をご利用いただけますが、石鹸やシャンプー、タオルな
どのアメニティ備品はございません。各自ご持参をお願いいたします。 
＊キャンプサイトの詳細と注意事項を必ずご確認ください。 
http://takayama-camp.com/camping_field/details/camping-site 

＊キャンプ宿泊数には限りがございます。宿泊用の敷地をご希望の方は、バンガロー/
キャンプ利用料金ご購入の上ご利用をお願い致します。 

米原駅-キャンプ場　往復バスについて： 

チケットにも「西口」と表記されておりますが、 
「東口」（米原駅東口バス駐車場）からの発車となります。申し訳ありません。 
片道500円でバスチケットを販売いたします。 
往復バスをご利用ご希望の方は、チケット購入サイトで必ずご予約をお願い致します。ご
希望の往路と復路を選んで購入して下さい。人数分の購入手続きが必要です。バスの便は
席数に限りがございます。満席となった場合はご利用頂けませんのでご注意ください。 
★がついている便は、空席がある場合は予約なしでもご乗車できます。 
その場合、500円をご用意いただき、釣り銭のないようにご協力をお願いします。 

時刻表 :  

キャンプ場行き 
10月15日(土) 
★米原駅東口発（1）11:00（キャンプ場11:50頃着） 
★米原駅東口発（2）14:00（キャンプ場14:50頃着） 
・米原駅東口発（3）16:00（キャンプ場16:50頃着） 
★米原駅東口発（4）20:00（キャンプ場20:50頃着） 
 
米原駅行き 
10月15日(土) 
★キャンプ場発（5）19:00（米原駅19:50頃着） 
★キャンプ場発（6）21:15（米原駅22:05頃着） 
10月16日(日) 
★キャンプ場発（7）8:00（米原駅8:50頃着） 
★キャンプ場発（8）10:00（米原駅10:50頃着） 
★キャンプ場発（9）12:00（米原駅12:50頃着） 



＊バスのご利用方法 
JR米原駅東口を出て正面方向にお進みください。 
「米原駅東口バス駐車場」にて、 
「Block Party CAMP」と表示されているバスになります。 

Google Map 
https://goo.gl/maps/j3UQX1evKF6GB1RM8 

東口付近にスーパーマーケットはありません。バス乗車前の買い出しを予定されている方
は、早めにお越しいただき西口のスーパー「フレンドマート 米原駅前店」をご利用くださ
い。 
バスをご利用の際は、予め時間に余裕をもってお越しください。交通事情での遅延等がな
い限り、バスは時刻通りに運行いたします。キャンプ場までは約1時間の行程です。買い
物やトイレなど、バス乗車前に予めお済ませ下さるようお願い致します。 

バス内での感染拡大防止のため、常時マスクの着用と、会話は極力お控え下さるようお願
い致します。 

交通手段について : 

米原駅往復バスや車をご利用しない場合、JR北陸線長浜駅から湖国バス「高山線」「高
山総合線」にお乗り頂き、バス停「近江高山」で下車ください。バス停からの送迎はござ
いません。 
  
キャンプ場からバス停「近江高山」の道程（約2km、徒歩約30分） 
https://goo.gl/maps/NZybvd4jmMj5cgjr9 

近江鉄道・湖国バス 
https://www.ohmitetudo.co.jp/bus/ 

https://goo.gl/maps/j3UQX1evKF6GB1RM8
https://goo.gl/maps/NZybvd4jmMj5cgjr9
https://www.ohmitetudo.co.jp/bus/


バス停「長浜駅（乗り場　１）」発　土日時刻表 

09:20　長浜駅 - 10:07　近江高山 
高山総合線：浅井線～高山線(健康パーク浅井行) 

12:20　長浜駅 - 13:07　近江高山 
高山総合線：浅井線～高山線(健康パーク浅井行) 

14:20　長浜駅 - 15:11　近江高山 
高山総合線：びわ虎姫線～高山線(健康パーク浅井行) 

16:02　長浜駅 - 16:49　近江高山 
高山総合線：浅井線～高山線(健康パーク浅井行) 

17:00　長浜駅 - 17:51　近江高山 
高山総合線：びわ虎姫線～高山線(健康パーク浅井行) 

バス停「近江高山」発　土日時刻表 

07:24　近江高山 - 08:14　長浜駅 
高山総合線：浅井線～高山線(長浜駅行) 

10:33　近江高山 - 11:26　長浜駅 
高山総合線：浅井線～高山線(長浜駅行) 

13:33　近江高山 - 14:26　長浜駅 
高山総合線：浅井線～高山線(長浜駅行) 

15:46　近江高山 - 16:45　長浜駅 
高山総合線：びわ虎姫線～高山線(長浜駅行) 

17:16　近江高山 - 18:09　長浜駅 
高山総合線：浅井線～高山線(長浜駅行) 

駐車場について： 

駐車場料金　1台 1,500円（1日限定20台） 
ご利用の際は、駐車場チケットをご購入ください。 
近隣には他に駐車場はございません。台数もかなり限られているため、なるべく乗り合い
にてご来場をお願いします。 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02k32i8130j21.html


バンガロー・テントサイト付きチケットをご購入の場合は、それぞれの所定の台数分の駐
車料金代がチケット金額に含まれております。台数を追加する場合は別途駐車場チケット
のご購入が必要です。 

大型車、中型車でのご来場は禁止させていただきます。違法駐車や路上駐車・立ち入り禁
止エリアへの侵入及び、近隣住民への迷惑行為は絶対にお止めください。会場内での事
故・盗難など主催者は一切責任を負いませんので、ご了承ください。飲酒運転は同乗者も
含め法律違反となります。飲酒運転は絶対にお止めください。 

公演を行う施設について : 

公演を行う施設は「もりもり木工作業所」1か所となります。 
施設内は「土足厳禁」「飲食禁止」となりますのでご注意ください。 
当日は各自踊りやすい内履きのご持参をお願いします。 
感染対策の為、定期的な換気を行います。 
また、屋外でもお楽しみいただけるよう、「もりもり木工作業所」付近のオートキャンプ
エリアにスピーカーを増設する予定です。 

キャンプ場の施設案内図はこちら。 
http://takayama-camp.com/images/camping_field_map.png 

食べ物について： 

当日、フードの販売は基本的に行いません。 
（19時以降に少しだけ「日替わり弁当  700円」を販売します。） 
キャンプ場内への飲食持ち込みは自由です。 
会場内、ドリンク販売の場所に、電子レンジ、お湯のご用意がございます。 
ご自身で持ち込んだお弁当やカップラーメンなどにも、電子レンジやお湯をご利用いただ
けます。 
キャンプ場近隣には自動販売機以外、コンビニ等の食糧を購入できる店舗/レストラン等
はございません。特にお車以外の手段でお越しになる場合は、その点をご留意いただき、
各自ご持参下さい。 
ただし、キャンプ場内でのBBQなどは、キャンプサイトまたはバンガローを購入した方が
ご自身の敷地内で行うことがキャンプ場で決められています。 
会場内のBBQをご希望でキャンプサイトを購入していない方は、グループお一人分の入場
チケットをキャンプサイト付きにご変更いただく必要があります。 

http://takayama-camp.com/images/camping_field_map.png


お弁当のご予約承ります（前日の14日、 19時までにメールが確実です） 
滋賀県長浜市で地元に愛されている丁寧で美味しい和洋レストラン＆居酒屋 
「パーティハウス」をぜひご賞味ください。https://party-house.net/ 

 

 

・特製オムライス　800円　　　　　　 
・エビピラフ　800円 
・ジャパニーズピラフ　800円 
・ハンバーグピラフ　900円　 
・カレーライス　600円 
・挽肉と7品目のカレー　900円 
・チキンカツカレー　800円 
・ポークカツカレー　900円 



この中からお選びください。日替わり弁当の内容は未定です。全て税込です。 
19時にキャンプ場お届け予定です。 

お弁当をご希望の方は 
チケット購入完了メールに記載されている、 
購入者名 :  
注文番号： 
の情報に「お弁当名」 「個数」 を添えて 
10/14　夜19時までに、 
camp2022@block-party.info 
までご連絡下さい。 
お弁当の料金は、入場受付時にお支払いください。 

また、当日14時まで追加のお弁当を受け付けますが、 
その場合、第一希望、第二希望をお伝えください。 

飲み物について :  

ドリンクについては、マイカップ割を実施します！ 
・お酒類 全て300円 
・ソフトドリンク　全て200円 
　（温かいものもあります） 
どちらも、マイカップ持参で100円引きとなります（ビールを除く） 
ぜひお気に入りのマイカップをご持参ください。 
環境保護を考え、お酒類も含め、飲み物は紙コップでのご提供となります。 
ドリンク購入は受付にて「引換券」をお買い求めください。 
100円ごとに購入できますが、 
1000円購入→11枚（1,100円分）とお得です！ 



お子様入場について： 

場所によっては崖や段差もありますので、お子様をお連れの場合は付き添い、充分注意の
上お過ごし下さい。万が一お客様の過失により負傷された場合は、責任は一切負いかねま
すので、ご了承ください。また公演施設内は大音量ですので、特に小さいお子様の場合は
難聴または後遺症になりますので、イヤーパッドをご持参下さい。会場にはご用意してお
りません。その後の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。 

チケットに関して： 

開催中は、当日入口でチケット購入情報をスマートフォンにて提示して頂き、リストバン
ドへ引き換えます。リストバンドがお客様のチケット購入証明になります。イベント途中
の入退場はできますが、開催期間中はリストバンドを切ったり外されたりしないようご注
意ください。 
雨天決行です。台風や局地的な大雨や落雷などの荒天の場合、一時中断や中止となる場合
もございます。また、その際のチケットの払い戻しは一切行いませんのであらかじめご了
承ください。 

出演者のキャンセル・変更に対してのチケットの払い戻しは一切行いませんのであらかじ
めご了承ください。 

チケット購入の際、お預かりした個人情報はパーティー終了後問題なければ破棄致しま
す。 

チケット購入先 
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02k32i8130j21.html 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02k32i8130j21.html


キャンセルに関して： 

お客様都合によるお申込み後のキャンセルおよび返金は基本お受けしておりません。 人
災や災害によりイベントが中断もしくは中止となった場合や、発熱や感染症の観点でご入
場いただけない場合、スタッフの指示により退場になった場合でも、払い戻し等は基本行
いません。  
主催者の都合による中止・延期に伴うチケットの払い戻しの方法と内容はメール、Webサ
イト等で告知いたします。チケット購入情報を紛失・破損した場合、払い戻しできませ
ん。払い戻しについては、指定の払戻期間内とし、払戻期間を過ぎた場合の支払いは行い
ません。また、いかなる場合でも旅費や宿泊費等は補償いたしません。 

会場に関して： 

会場内での危険な行為は、他のお客様への迷惑となりますのでおやめください。また同等
の行為によって、第三者に対する事故・傷害等を起された場合は、当事者間で問題解決を
して頂きます。万が一お客様の過失により負傷された場合は、応急処置はいたしますが、
その後の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。体調、健康管理また直射日光、
雨、気温等への対策は各自にてお願いします。会場は天候の変化により突然の降雨、霧、
気温の低下などが発生します。防寒・雨具などのご用意をお願いいたします。本パー
ティーはキャンプ場の中で行われます。会場内の草木、植物を傷つける行為は絶対にお止
めください。キャンプ場のガイドラインに従って下さい。会場内にコインロッカーはござ
いません。お荷物や貴重品の管理はご自身で行って下さい。万が一お客様の過失により紛
失された場合の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。 

高山キャンプ場のご利用にあたって : 

通常高山キャンプ場ではペットを連れての入場は禁止しておりますが、今回は会場内全体
をイベントで貸し切るため、屋外のみペットの同行が可能になりました。 

バンガローや「もりもり木工所」などの屋内施設へのペット持ち込みは禁止いたします。 

ドッグランの場所はございません。放し飼いはせず、リードを着けるなど、動物が苦手な
お客様への配慮をお願い致します。 



ペットの糞の始末は必ず行ってください。 

大雨などによる増水時には立ち入りを制限します。 

キャンプ場横の範囲では水遊びのみ可能です。釣りや魚を捕まえる行為は原則禁止です。
特にキャンプ場管理区域内はお子様が遊ばれるので、釣り竿による釣りは固くお断りいた
しております。 

釣りをされる方は、「草野川漁業協同組合（0749-76-0320）」までご連絡していただ
き、キャンプ場管理外の区域にて行ってください。 

打ち上げ花火や爆竹をはじめ、他のお客様の迷惑になる行為を固く禁止しています。 
芝生など施設内での直火は禁止しています。 

禁止事項： 

会場および会場付近では、他のお客様や近隣の方のご迷惑となるような行為はお控えくだ
さい。 

会場内の器物破損については当事者に弁償を請求します。また、会場内の無断でのコンセ
ント電源の使用を禁止します。 

運営の指示に従わない場合、また他の参加者のご迷惑になる行為を行った場合、入場をお
断り、もしくは退場していただく場合があります。 

会場内外で発生した事故、盗難等は主催者、会場、出演者は一切責任を負いかねます。貴
重品の管理などは十分にお気をつけください。 

主催者が運営などに支障をきたすと判断した場合、その告知時期・方法に関わらずやむを
えず運営上のルールを変更する場合がございます。 

運営上のルール変更に対してのチケットの払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承
ください。 



感染対策について： 

入場受付時及びバス乗車時に非接触型体温計による検温とアルコール消毒を行って頂きま
す。その際、37.5度以上の発熱のある方は入場できませんのでご了承ください。 
公演施設内や共用スペースでは人と人との間に十分な距離を確保していただき、距離が近
い場合には政府の指示に準じた形でマスク着用をお願いします。 

感染拡大防止にご理解とご協力をお願い致します。 

個人情報の取り扱いについて : 

当主催側は、チケット販売を介した情報提供などを通じて取得した個人情報について、イ
ベントを運営することに必要な範囲に限定して、適切に取得、利用いたします。個人情報
保護に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を順守します。 

問い合わせ先 
camp2022@block-party.info 

https://block-party.info/camp 
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