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区間あり

住所 電話番号 料金 URL スタッフコメント

広島市中区宝町
広島 RVパーク 瀬戸田サンセットビーチ 1時間48分 広島県尾道市瀬戸田町垂水1506-15

0845-27-1100

（受付時間：平日：9：00～17：00）
1泊　2,040円 RVパーク瀬戸田サンセットビーチ（広島県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

真道山森林公園キャンプ場 1時間14分 広島県江田島市能美町中町3420-1
0823-45-5271

（受付時間：平日：9：00～16：00）
1泊　2,070円 真道山森林公園・キャンプ場 (etajima-sc.com)

吉和魅惑の里 1時間13分 広島県廿日市市吉和132
0829-77-2110

（受付時間：9：00～21：00）※定休木曜日を除く
1泊　2,200円 魅惑の里｜広島県廿日市市吉和のネイチャーフォレスト (miwakunosato.jp)

西条駅前にぎわい広場 45分 広島県東広島市西条栄町7-48

082-430-7080

（受付時間：17：00～21：30）

※9時～18時は080-3436-3741 カフェソラオト迄

	

1泊　2,500円
RVパーク西条駅前にぎわい広場（広島県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

豊平どんぐり村 57分 広島県山県郡北広島町都志見2609
0826-84-1414

（受付時間：8：30～17：00）※木曜日を除く
1泊　2,200円 豊平総合運動公園 (toyohira-gap.jp)

オートキャンプ場 国営備北丘陵公園 備北オートビレッジ 1時間32分 広島県庄原市上原町1300
0824-72-8800

（受付時間：9：00～17：00）

ハイシーズン：1泊/4,500円

ハイシーズン以外：1泊/4,000円
備北オートビレッジトップ｜国営備北丘陵公園 (bihokupark.jp)

休暇村帝釈峡くぬぎの森オートキャンプ場 1時間58分 広島県庄原市東城町三坂 08477-2-3110
ハイシーズン：1泊/6,000円

ハイシーズン以外：1泊/5,000円
キャンプ場 | 休暇村帝釈峡【公式】 (qkamura.or.jp)

もみのき森林公園オートキャンプ場 1時間2分 広島県廿日市市吉和1593-75 0829-77-2011 1泊　3,400円 もみのき森林公園 -BBQ・キャンプ- (mominoki.or.jp)

廿日市市アルカディアビレッジ 40分 広島県廿日市市原2210 0829-31-5656 HP記載なし https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/map/14408.html

極楽寺山キャンプ場 38分 広島県廿日市市原牛池山533 0829-38-2650 HP記載なし 極楽寺山キャンプ場・蛇の池 案内 - 廿日市市公式ホームページ (city.hatsukaichi.hiroshima.jp)

憩いの森公園キャンプ場 41分 広島県東広島市西条町寺家941-17 082-422-0005 1泊　5,030円 憩いの森公園 | 東広島の街並みを一望できる龍王山のふもとに位置するくつろぎの場 広島県東広島市西条町寺家941-17　ご予約・お問合せ先：TEL/FAX082-422-0005 (ikoinomoripark.com)

土師ダムファミリーキャンプ場 56分 広島県安芸高田市八千代町土師1376-15
0826-52-2841

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　3,5000円 キャンプ＆コテージ フォレスタ広島 (foresta-hiroshima.com)

ビーチ長浜キャンプ場 1時間7分 江田島市大柿町大君
0823-57-5019

（受付時間：9：00～18：00）

１区画５００円＋施設利用料人数分）×日数

施設使用料：大人500円　こども200円
ビーチ長浜 - 江田島市観光協会ホームページ (jimdo.com)

帝釈峡まほろばの里 2時間 広島県庄原市東城町帝釈未渡１９０３
08477-6-0500

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　2,000円 庄原市森林体験交流施設　帝釈峡まほろばの里｜観光スポット｜広島県公式観光サイト　ひろしま観光ナビ (hiroshima-kankou.com)

南原峡キャンプ場 52分 広島県広島市安佐北区可部町南原

広島地域事務所農林局：082-228-2111

ダイヤルイン：082-513-5441

無人につき道具全て持込み、予約不要

無料 南原峡キャンプ場｜観光スポット｜広島県公式観光サイト　ひろしま観光ナビ (hiroshima-kankou.com)

プレイパーク蛇喰 1時間 広島県大竹市栗谷町大栗林字横尾２４１ 0827-56-0326 1泊　5,000円 プレイパーク　蛇喰　利用料金及び概要 (fuji-kosan.co.jp)

野呂山オートキャンプ場 1時間6分 広島県呉市川尻町板休５５０２－２４２ 0823-87-2297 1泊　4,700円 野呂山キャンプ場 (norosan.or.jp)

小瀬川オートキャンプ場 1時間14分 山口県岩国市美和町釜ヶ原釜が原458
090-7993-1766

（受付時間：8：00～17：00）
1泊　3,000円 小瀬川オートキャンプ場(山口県)の料金・クレジットカード情報｜ウォーカープラス (walkerplus.com)

宮島 包ヶ浦自然公園キャンプ場 1時間12分 広島県廿日市市宮島町1195
0829-44-2903

（受付時間：8：00～17：00）

1泊　5,000円

※大人（中学生以上）１名毎900円、小学生１名毎450円
宮島 包ヶ浦自然公園 - 世界遺産の宮島で宿泊・キャンプ・レジャーが楽しめる複合型施設 (tsutsumigaura.com)

岩倉ファームパーク・キャンプ場 54分 広島県廿日市市津田868 0829-72-0449
大人： 400円X人員X利用日数

子供： 200円X人員X利用日数
【岩倉ファームパークキャンプ場ガイド】-広島県廿日市市キャンプ場│スノーボードスキー場・桜花見スポット・紅葉観光 (iwakuraonsen.com)

府中市羽高湖森林公園 1時間26分 広島県府中市諸毛町3000
0847-49-0339

（受付時間：9：00～17：00）
林間キャンプ場(1泊1張)520円 羽高湖森林公園キャンプ場（広島県府中市） | 満福バーベキュー場ナビサイト (manpuku.co.jp)

恐羅漢エコロジーキャンプ場 1時間23分 広島県山県郡安芸太田町大字横川740-1 0826-28-7270 1泊　3,300円 https://www.osorakan.co.jp/summer/

龍頭峡交流の森キャンプ場　安芸太田町 1時間6分 広島県山県郡安芸太田町上筒賀274-2 0826-32-2755 1泊　5,500円 https://forest-ac.jimdofree.com/

もみのき森林公園オートキャンプ場　 1時間23分 廿日市市吉和1593-75 0829-77-2011

5,000円

※ゴールデンウィーク（4/23～5/8）、夏休み（8/6～

14）、9月（23～25）10月（8～10）連休は5,300円

https://www.mominoki.or.jp/outdoor.html

弥栄オートキャンプ場 1時間7分 広島県大竹市栗谷町大栗林２８４－１２
0827-56-0208

（受付時間：9:00～16:00）火曜日（夏休み期間中は無休）
1泊　2,050円 https://lakeplaza-yasaka.com/camp.php

車中泊可能キャンプ場 江の川カヌー公園さくぎ 1時間21分 広島県三次市作木町香淀116
0824-55-7050

（受付時間：8：30～18：00）※定休日火曜日
無料 キャンプ場 | 江の川（ごうのかわ）カヌー公園さくぎ 公式サイト (genkimurasakugi.or.jp)

ひろしま県民の森公園センター 2時間16分 広島県庄原市西城町油木156-14
0824-84-2020

（受付時間：8：00～18：00）※不定休
1区画　2,200円 キャンプ - ひろしま県民の森 (hiroshima-kenmori.com)

柳瀬キャンプ場 40分 広島県広島市安佐北区可部町大字今井田686
082-504-2503（市民局 文化スポーツ部 スポーツ振興課市民スポーツ、スポーツ施設担当）

（受付時間：8:30～17:15）

絵下山キャンプ場 30分 広島県広島市安芸区矢野752-72
082-888-0044（矢野公民館）

（受付時間：8：30-22：00）

マリン倶楽部カープボートキャンプ場 1時間 広島県呉市倉橋町字石持148-1 080-6347-1173 https://sasakojima-beach.com/

山口 RVパーク 道の駅阿武町 2時間47 山口県阿武郡阿武町大字奈古2249
08388-2-0355

（受付時間：10：00～18：00）
1泊　520円 RVパーク道の駅阿武町（山口県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

RVパークたまがわ 2時間39分 山口県萩市下田万2849-1 08387-2-1150 1泊　1,000円　 RVパークたまがわ（山口県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

（受付時間：8：30～18：00） 施設概要｜道の駅阿武町 (abucreation.com)

グリーンステイながうら 1時間26分 山口県大島郡周防大島町椋野1144-1
0820-79-0021

（受付時間：8：30～20：00）※定休火曜日を除く
1泊　2,000円　 グリーンステイながうら｜周防大島　食事、宿泊（ホテル）、スポーツ合宿など。 | グリーンステイながうらはスポーツ合宿、お食事、ご宿泊の融合した複合施設です (greenstay-nagaura.com)

smart あるかぽーと 2時間36分 山口県下関市南部町26
092-437-8934

（受付時間：平日：9：00～17：00）
1泊　2,000円　 あるかぽーと無人車中泊サービスRVパークsmart (rvparksmart.jp)

オートキャンプ場 片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場 1時間45分 山口県大島郡周防大島町片添
0820-78-0985

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　3,660円 片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場 (katazoe.ac)

伊上海浜公園オートキャンプ場 2時間53分 山口県長門市油谷伊上2403-8
0837-33-3000

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　5,000円 TOP│伊上海浜公園オートキャンプ場 (igamiseasidepark-camp.net)

秋吉台家族旅行村 2時間5分 山口県美祢市秋芳町秋吉1237-553 0837-62-1110 1泊　3,000円 秋吉台家族旅行村｜オートキャンプ場・テント・ケビン・ログハウス・体育館・テニス・BBQ (a-kazoku.com)

車中泊可能キャンプ場 新平ヶ原公園 2時間1分 周南市大字巣山 0834-22-8372（周南市　観光交流課）
無料　3月～12月中旬（終日開放）

利用申請不要
https://www.city.shunan.lg.jp/site/kanko/2985.html

島根 RVパーク 島根鼻公園オートキャンプ場 6時間38分 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷825番地１
08514-6-1385

（受付時間：平日：8：30～16：30）
1泊　4,000円 RVパーク 島根鼻公園オートキャンプ場（島根県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

美都温泉 1時間5分 島根県益田市美都町宇津川ロ630-3 0856-52-2100 1泊　1,650円 島根県益田市の日帰り温泉「美都温泉 湯元館」 (mito-onsen.com)

（受付時間：8：00～21：00）※定休水曜日を除く RVパーク美都温泉（島根県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

道の駅「ごいせ仁摩」 2時間8分 島根県大田市仁摩町大国42-1 0854-88-9001 1泊　2,750円 道の駅ごいせ仁摩 (goise.jp)

（受付時間：8：00～21：00）※定休火曜日を除く RVパーク道の駅「ごいせ仁摩」（島根県）の情報｜くるま旅公式WEBサイト (kurumatabi.com)

オートキャンプ場 松江市宍道ふるさと森林公園 2時間2分 島根県松江市宍道町佐々布3353-2
0852-66-2500

（受付時間：9：00～19：00）
1泊　2,100円～3,900円 キャンプ | 松江市宍道ふるさと森林公園 (forestpark.or.jp)

島根県立石見海浜公園 1時間35分 島根県浜田市国分町1644-1
0855-28-2231

（受付時間：8：30～17：30）
1泊　3,900円 石見海浜公園 – 海水浴で！キャンプで！島根の自然を満喫できる、遊べる楽しい公園オートキャンプ場 | 石見海浜公園 - 海水浴で！キャンプで！島根の自然を満喫できる、遊べる楽しい公園 (kkisp.jp)

小波キャンプ場 3時間 島根県松江市島根町小波
050-5204-8730

（受付時間：9：00～17：00）

1泊　2,000円

※（土曜、8月13～15日は3,000円）
小波キャンプ場　|　オートキャンプ場マップ｜ソニー損保 × MAPPLE (sonysonpo.co.jp)

車中泊可能キャンプ場 山佐ダムキャンプ場 2時間44分 島根県安来市広瀬町上山佐３０６７－１

080-5623-9734

（受付時間：8：30～17：15）

土曜、日曜、祝日及び12月29日～1月3日は除く

1泊　200円
https://sanin-camp.net/2021/06/12/%E5%B1%B1%E4%BD%90%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A0%B4/

鳥取 オートキャンプ場 ミターラオートキャンプ場 3時間13分 鳥取県日野郡江府町俣野尾上原 080-9799-4340 1泊　2,000円 ミターラオートキャンプ場情報 | 奥大山物語《鳥取県江府町役場公式観光サイト》 (town-kofu.jp)

北条オートキャンプ場 3時間35分 鳥取県東伯郡北栄町田井488-1
0858-36-4568

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　4,800円 北条オートキャンプ場 | 鳥取県東伯郡北栄町の北条オートキャンプ場では、バーベキュー(BBQ)が人気です。 (hojyocamp.net)

安蔵森林公園オートキャンプ場 4時間34分 鳥取県鳥取市河内1462-36
0857-56-0888

（受付時間：9：00～17：00）
1泊　4,400円 【安蔵森林公園】鳥取市／ようこそ鳥取の森へ (azo-forestpark.com)

車中泊可能キャンプ場 カヌー水辺公園 3時間56分 鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬660-1

0858-87-3332

(受付時間：4月～9月　8:30～18:00、

10月～3月　8:30～17:00)

1泊　200円 http://mochigase.net/facilities.html

柳茶屋キャンプ場 4時間20分 鳥取県鳥取市浜坂1157‐115

0857-30-8291（鳥取市経済観光部 観光・ジオパーク推進課）

受付時間：8：30～17：15

（土・日・祝日および12月29日～1月3日を除く）

無料

大山池野営場 3時間24分 鳥取県倉吉市関金町松河原１０６－９８５

0858-45-2111

（受付時間：9：00～16：00

定休日：月曜、火曜、祝日は臨時開館

料金の詳細はキャンプ場へ直接お問い合わせ必要。 https://www.kurayoshi-kankou.jp/daisenike-camp/

岡山県 車中泊可能キャンプ場 サンビーチ前島 3時間29分 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓・前島
0869-34-4356（（社）瀬戸内市緑の村公社）

（受付時間：8：30～17：00）

1区画一泊3,000円

※デイキャンプ、BBQ、釣り、海遊びなど日帰りでの利用は

一切不可

Home | 前島フェリー (maejima-island.info)

チロリン村キャンプグランド 2時間40分 岡山県加賀郡吉備中央町神瀬１６１２－１ 0867-34-0027

レギュラーオートキャンプサイト（水道あり電源なし）

5,280円

ラージオートキャンプサイト（水道なし電源なし）

6,270円

チロリン村キャンプグラウンド｜岡山県のキャンプ場、ドッグラン、ドローン・ラジコン飛行場 (chirorinmura.net)

紅葉公園キャンプ場 2時間57分 岡山県真庭市阿口3262-37
080-7835-8024

(非通知拒否、9:00-17:00)

サイト料：800円

＋入場料金：大人700円、子供400円（大人は中学生以上、

子供は小学生、幼児は無料）

北房もみじ公園 (hobase.net)

https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/588.html
http://etajima-sc.com/shindouzan.html
https://miwakunosato.jp/
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/762.html
http://toyohira-gap.jp/
https://www.bihokupark.jp/village/autoVillage_top.php
https://www.qkamura.or.jp/taishaku/camp/
https://www.mominoki.or.jp/outdoor.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/map/14408.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/map/14402.html
http://www.ikoinomoripark.com/
https://foresta-hiroshima.com/
https://etajima-kankou.jimdo.com/%E6%B3%8A%E3%81%BE%E3%82%8B/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E9%95%B7%E6%B5%9C/
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5920
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5638
http://fuji-kosan.co.jp/playpark/ppgryoukin.html
http://www.norosan.or.jp/camp/
https://www.walkerplus.com/spot/ar0835s17248/price.html
https://tsutsumigaura.com/
http://iwakuraonsen.com/
https://www.manpuku.co.jp/bbqnavi/%e7%be%bd%e9%ab%98%e6%b9%96%e6%a3%ae%e6%9e%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%ba%9c%e4%b8%ad%e5%b8%82%ef%bc%89/
https://www.osorakan.co.jp/summer/
https://forest-ac.jimdofree.com/
https://www.mominoki.or.jp/outdoor.html
https://lakeplaza-yasaka.com/camp.php
https://genkimurasakugi.or.jp/camping/
https://hiroshima-kenmori.com/camp
https://sasakojima-beach.com/
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/573.html
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/211.html
http://www.abucreation.com/facilities/
http://greenstay-nagaura.com/
https://rvparksmart.jp/rv-smart/content.html
http://katazoe.ac/
https://igamiseasidepark-camp.net/
https://a-kazoku.com/
https://www.city.shunan.lg.jp/site/kanko/2985.html
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/946.html
http://mito-onsen.com/
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/577.html
https://goise.jp/
https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/1020.html
https://www.forestpark.or.jp/camp/
http://kkisp.jp/camp/contents01/
https://map.sonysonpo.co.jp/guidecamp/detailMap?account=guidecamp&accmd=0&bid=32000238
https://sanin-camp.net/2021/06/12/%E5%B1%B1%E4%BD%90%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A0%B4/
https://www.town-kofu.jp/kanko/12/4/1/01/
https://hojyocamp.net/
https://www.azo-forestpark.com/
http://mochigase.net/facilities.html
https://www.kurayoshi-kankou.jp/daisenike-camp/
http://www.maejima-island.info/
https://chirorinmura.net/
http://www.hobase.net/index.html

