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JCTAほかほか通信🚙 
🎍 新春のおよろこびを申し上げます🎍  

良き新年をお迎えのことと存じます。 
昨年中に決まりましたこの企画、本年から晴れてスタートいたします！ 
本年より会員向けに新たに “通信” をお届けしていきますので、お気付きのことは何なりとご指導
いただければ幸いです。 
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。 

【ここまでの経緯】 
この協会に所属してくださるJCTA会員それぞれが頑張っていらっしゃるなかで、皆さまの活動状
況報告やニュースを公開・公表する場を設け、さらなるビジネスの交流・発展に繋がればと思い、
気軽に読んで楽しんでいただけることを目的に、新しく事務局で働く外村（ほかむら）がホカホ
カのニュースをお届けしてはどうかということで立ち上がった企画です。 

【外村（ほかむら）とは？】 
川崎会長と同郷（鹿児島）という繋がりで会長からのご紹介で先日のアソモビイベント会場でお
仕事をさせていただきました。そこで、今回の企画の話が誕生し、会員同士でしか知りえないホッ
トな情報をお届けするメール配信を毎月お届けさせて頂くことにまりました。 
皆さまこれからどうぞ宜しくお願い致します。 
〔簡単な紹介〕 
・鹿児島県姶良群湧水町出身 
・湧水町ふるさと観光大使 
・JAZZボーカリスト 
・女優 
・みんなでつくる学校「とれぶりんか」東京 副代表 
※子ども達とのオンラインミュージカル体験企画・新宿で子ども食堂等を行う 
・株式会社 In Touch Network 代表取締役社長 

新しい切り口から『JCTAほかほか通信』を配信させて頂きます！ 



【今年度新規入会企業紹介⭐】 
〈プレシャス・モストRV株式会社〉 
入会：2021年11月 
キャンピングカーのある素晴らしい生活を身近に。 
そしてより多くの方に感じて頂くために、従来のキャンピングカーが持つ固定観念を捨て、装備、
設備、デザインを見直し、高品質と同時に低価格、最大のコストパフォーマンスを目指しており
ます。 
コンパクトで乗りやすく、居住空間も広く旅を豊かに…日常を忘れて、至福の旅を… 
お客様の目線で丁寧に心の満足を実感していただけるキャンピングカーを製作してまいります。 
今後新しいベース車でのキャンピングカーの発売のため、開発を進めております。 
まだ設立して間もない会社ですが、社員一同何事も真心をこめて頑張っております。 
皆様宜しくお願い致します。  

  

ホームページ  https://www.rv-precious.com/   

〈株式会社arigato〉 
入会：2021年11月 
㈱arigatoでは、栃木県那須高原において,ペット同伴可能なRV停泊場のフランチャイズ「OASIS 
ONE(仮称)」展開及びRVレンタル事業を計画していますが、このたび11月30日~12月1日の1泊2
日において、観光庁の実証事業の採択をうけたワンコネット那須協議会が主催するモニターツアー
の企画・運営を行いました。 
初めてペット同伴でのＲＶ車中泊体験だけではなく、「車中泊の楽しさについて」「災害時にお
けるペット同行避難について」「愛犬のアンチエイジングについて」の3つのセミナーや「地産旬
採BBQ」や「森の恵みを使ったワンコクッキー作り体験」など充実したプログラムで参加者のみ
ならず地域の方々にも多数見学していただくことができ、withコロナ時代の新しいペットツーリ
ズムを提案できました。 
詳細をお知りになりたい方、また事業取組のご相談については㈱arigato　森村までご連絡くださ
い。　kmorimura@arigato-dog.com 

https://www.rv-precious.com/
mailto:kmorimura@arigato-dog.com


ホームページ  https://www.arigato-dog.com/ 

〈鹿児島トヨタ自動車株式会社〉 
入会：2021年12月 
鹿児島トヨタはクルマ屋からモビリティカンパニーにモデルチェンジし、 
移動に関するあらゆるサービスを展開することを目指しています。 
「可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える」トヨタフィロソフィーのもと 
“ローカルモビリティ”(地域の足)という概念を掲げ、鹿児島のヒトやモノの移動のお手伝いをして 
地域の可能性を広げたいと考えています。 
昨今注目を集めているパーソナルな居住空間を確保して快適に移動を楽しめるキャンピングカー。

多様化するお客様のライフスタイルに適応したモビリティを提供し地域の皆さまの生活を豊かに
し 
社会課題を解決するモビリティの新ブランドを目指します。 

KTクルーザーのできるまでのプロセスはコチラから 
↓ 
 https://www.k-toyota.co.jp/topics/kt_cruiser 

ホームページ  https://www.k-toyota.co.jp/  

https://www.k-toyota.co.jp/


〈合同会社アディコーポレーション〉 
入会：2021年11月 
2022年3月にカーツーリズム(キャンピングカー)専門店として佐賀市にグランドオープン！ 
九州初のキャンパー鹿児島正規代理店となります。 
ついに佐賀でもキャンパー鹿児島社製の車輌が手に入ります。 
数々のイベントでも高評価だった噂の車輌も展示いたします。 
キャンピングカーがもっと身近に感じられる環境をぜひ体感ください！ 
皆様に楽しんでもらえるように、絶賛店舗改装中☆ 

オープンまで今しばらくお待ちください！！ 

【会員企業】 
〈アイビル株式会社〉 
キャンピングカーのwebメディア「キャンピングカースタイル」とレンタルキャンピングカーの
ポータルサイト「レンタルキャンピングカーネット」を運営しています。「キャンピングカースタ
イル」はキャンピングカーに精通したライターの記事により、毎月20万程のユーザーがアクセス
しています（facebookフォロワー34,500人）。レンタルキャンピングカーネットでは全国のレ
ンタル店約240店以上を紹介しています。キャンピングカーについて知りたい方、キャンピング
カーを借りたい方はぜひご利用下さい。 
キャンピングカースタイル：https://camping-cars.jp/ 

レンタルキャンピングカーネット：https://rental-camper.jp/ 

https://camping-cars.jp/
https://rental-camper.jp/


＜株式会社アップガレージ＞ 
株式会社アップガレージは横浜市青葉区に本社、東京都町田市に本店を置く中古カー用品と中古
オートバイ用品を販売するチェーン店を日本全国に240店舗展開している会社です。 
 カー用品からバイク用品、中古タイヤ、中古アルミホイールなどの買取・販売をしています。ご利
用の際は、是非お近くの「UP　GARAGE」店舗、web、LINEでお問い合わせください。 

ホームページ　https://www.upgarage.com/ 

〈株式会社エアトリ〉 
国内旅行の需要が戻りつつある中、株式会社エアトリでは国内航空券・ホテルをアプリからの予
約で、今だけ！『20％のポイント大還元キャンペーン』を実施しています。 
https://app.adjust.com/85nd7v5 

  

また年末年始の帰省に向けてPCR検査予約が徐々に増えており、関東圏を中心に8店舗展開してい
るピカパカPCRクイック検査センターでは、『3,980円(税込)』でPCR検査が可能。 
当日予約も年末年始も受付ています！ 
https://quickpcr.jp/ 

  

https://www.upgarage.com/


他、外出先や移動中・お車でのご利用に便利な大容量（月間250GB）のポータブル高速Wi-Fi
ルーターを提供しています。 
＜JCTA会員様 限定！＞ 
定価より25％割引の特別料金で、快適なネット環境を体験ください。お問合せの際に「JCTA会
員」とお知らせください。 
https://www.gmobile.biz/softbank/corporation/ 

  
株式会社インバウンドプラットフォーム 
グローバルモバイル事業部 
営業時間：11:00～17:00（平日）11:00～16:00（土日祝） 
03-6809-2518 
info@globalmobile.co.jp 

ホームページ  https://www.airtrip.co.jp/ 

＜株式会社エムクライム＞ 
ハイラックスサーフ専門店の「weed」、各種ドレスアップパーツ取り扱い、板金塗装、車検整
備、SUZUKI正規販売及びカスタイムSHOP、ルーフテント販売、などまでクルマのことを手広く
手掛けております。 
自動車・パーツの輸出・輸入も行っておりますので、お気軽にお問合せください。 

ホームページ　https://mclimb.net/ 

https://www.airtrip.co.jp/
https://mclimb.net/


〈株式会社オートバックスセブン〉 
経営理念 
オートバックスは常にお客様に最適なカーライフを提案し豊かで健全な車社会を創造することを
使命とします。 
昨今、外出先でもご自宅と遜色のない環境で旅を楽しみたい需要が向上し、そんなお客様の願い
を実現したキャンパー鹿児島　remシリーズより多くのお客様にお届けするためにオートバックス
はキャンパー鹿児島正規取扱い代理店となり全国4店舗展開しております。（北海道、千葉、名古
屋）購入後もお客様に安心してお乗り頂けるよう車検・メンテナンスも実施しています。 
弊社サイト　https://www.autobacs.com/static_html/shp/campingcar/top.html 
  

ホームページ  https://www.autobacs.co.jp/ja/ 

＜一般社団法人環境マテリアル推進機構＞ 
遮熱技術を駆使し“地球温暖化抑制”や、夏涼しく冬暖かい“職場環境の整備”、そして 
“省エネ対策”を目的とし、それを実践する集団で組織された非営利法人です。 
私達は全世界へ遮熱材リフレクティックスの定着を広めています。 
リフレクティックスとは、宇宙産業の反射絶縁材料を地球環境に応用させた「遮熱材」です。 
今までの断熱の常識を覆し、冷暖房コストとエネルギーの節約に大きく貢献致します。 
断熱のことならお気軽にご相談ください。 

ホームページ　http://www.kankyo-material.or.jp/ 

https://www.autobacs.co.jp/ja/
http://www.kankyo-material.or.jp/


〈株式会社ぐらんぱう〉 
1999年6月より、ペット宿ドットコム(ペットと泊まれる宿情報サイト)の運営を開始。現在年間
延べ150万人以上の利用者へ情報を提供。愛犬家向けイベント「イヌリンピック」「ドッグフェ
スタ」など数万人規模のイベントを企画運営なども行なっています。 
ペット宿ガイドを発行年間10万部以上を主に愛犬家家族 家庭へ発行中。 
次回は2022年3月発行 10万部（いぬのきもち購読者全世帯他）広告掲載もJCTA会員価格で可能
です。 
ペット向けのリゾート開発やペット向け旅行グッズの開発などにも参加しています。 ビジョンは
「ペット同 伴旅行を日本の文化へ」今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

詳しいリンク先→ http://petyado.com/ 
ホームページ  http://www.grandpaw.jp/ 

〈株式会社Kアクセス（キャンパー鹿児島）〉 
当社は『キャンパー鹿児島』ブランドのキャンピングカーを全国で販売しています。 
自社工場での内製家具にこだわり、『made in 薩摩』の匠の技を武器に、書斎を車内に持ち込ん
だ「Boss」、快適な眠り心地を追求した「rem」、電源革命と称された発想力が生んだ
「inplus」、“日常に野生を”のモチーフの「CK wilder」等、皆様の様々なニーズにお応えします 
キャンピングカーのみならず、オフィスカー、移動販売車、防災対策車など、新しいモビリティを
提案してまいります。 

ホームページ  http://www.aa-k.com/ 

http://www.grandpaw.jp/


〈住友ゴム工業株式会社〉       
「商品紹介」 
DUNLOP　「GRANDTREK AT5」のご紹介 
GRANDTREK　AT5は、オフロードとオンロード性能を高次元で両立したオールラウンドSUV用
タイヤでです。 
2021年3月1日から発売を開始し、発売サイズは25サイズで、価格はオープン価格です。 
SUVユーザーの多種多様な要求に応え、オンロードでのウエット性能や高速操縦安定性と、 
オフロードでの高いトラクション性能を高次元で両立させました。さらに耐偏摩耗性能を 
向上させることでロングライフも実現しています。 

ホームページ  https://tyre.dunlop.co.jp/ 

〈トレーラーハウスデベロップメント株式会社〉 
当社は、車検付トレーラーハウスを製造・販売・レンタルしています。 
業界で唯一、型式自動車認定を取得したシャーシを製造しており、安心して利用頂ける製品作り
に取り組んでいます。 
一度使って解体するユニットハウス等とは異なり、トレーラーハウスは必要な場所へ何度でも運
搬し設置する事ができるサステナブルな施設です。 

製品はトイレ・シャワー・カプセルホテルなど目的別に用意しており、災害支援の施設としても
注目されています。 
中でも陰圧装置を内蔵した医療用トレーラーハウス「メディカルキューブ」がコロナ禍で注目され、
診療室やワクチン接種室として全国で利用されています。 

ホームページ  http://www.trailer-house.co.jp/ 

https://tyre.dunlop.co.jp/


〈日本特種ボディー株式会社〉 
弊社、日本特種ボディー株式会社は、埼玉県越谷市にて、いすゞ自動車製キャンピングカー専用ベー
ス車Be-camにてキャンピングカー製造販売をしております。　 
設立は2014年12月、丁度7期目を終えたところです。　社員は現在45名程となっております。 
縁あって、先日、東京スカイツリータウン・ソラマチ５Fにショールームを開設し、これに合わせ
レンタカー専用車両を発表し、ソラマチ地下駐車場から貸し出し出来るようになりました。　 
今度の12月15日には災害対策にも役立つオフロード走破性を高めた新型キャンピングカーも発売
開始し、JCTAが進める地方自治体との災害協定等にも協力して、皆様と協会活動を活性化してい
きたいと思います。 

ホームページ  https://www.ntbcamp.com/ 

〈株式会社NEXTLIFE〉 
NEXTLIFE（ネクストライフ）では、キャンピングカーの新車・中古車販売、レンタルを行ってい
ます。 
拠点ネットワークとしては、さいたま本店、新千歳レンタルキャンピングカーセンター、女満別空
港・美幌ベース、旭川空港ベース、FC沼津店、FC徳島店の６拠点です。 
昨今キャンピングカーの新車販売は、生産が追い付けないほどの需要があり、我々販売会社には、
なかなか展示車も回ってこないような状況があります。 
弊社といたしましては、来年の事業展望としてキャンピングカーの中古車の売買に力を入れてい
きたいと思っております。 
キャンピングカーレンタル事業に関しては、市場の需要増を捉え、より一層存在感が出るような展
開をしてまいります。 
今後、JACTイベントは、是非ユーザー参加型のものも考えて頂き、あわせて自分自身がキャンピ
ングカーを使った遊びや旅の発信を、もっと力強く対応をして参りたいと思っております。 

ホームページ  https://nextlife-camper.jp/ 

https://www.ntbcamp.com/


〈旅する車　有限会社ベルネット〉 
当社ではレンタルキャンピングカー事業・オリジナル車両制作・車中泊施設の運営・アウトドアグッ
ズ用品・EVスクーター販売を行っております。 
オリジナル車両制作では、マイクロバスベースのバスコン製作をはじめ、キッチンカーや防災車両
を製作いたしております。 
車中泊施設は「旅する車　宇津貫BASE」として車中泊だけでなくプライベートBBQ場やドック
ランもあり、デイキャンプやグループでのBBQなどにもご利用頂いております。直近ではユー
チューバーのヒカキンさんにもご利用頂きました。 
https://m.youtube.com/watch?v=G-P3X9RFsgw 
アウトドアグッズ用品販売やEVスクーター販売は東京都八王子市にあるショッピングモール
「イーアス高尾」内にLotsという店名です。また店舗の一部は東京都唯一のキャプテンスタッグ
専門店「キャプテンスタッグスタンド東京」となっております。 
2022年春には防災車両・キッチンカーをはじめ、アウトドアグッズ移動販売車両が完成し、運用
開始致しますので各種イベント等に是非及び頂けると幸いです。 

ホームページ  https://ccar.jp/ 

＜株式会社ワンズネットワーク＞ 
キャンピングカートレーラー「Mobiho（モビホ）」のレンタル事業を行っています。 
トレーラーは、エンジンと運転席がついていないため、そのスペース分居住空間に使えるため、外
観からの想像以上に広々しています。 
Mobiho（モビホ）は、牽引免許不要のなので、18歳以上で普通自動車免許をお持ちの方ならど
なたでもご利用可能です。レンタル料は一日6,600円からの格安なのも魅力。 
ご利用エリア・ご利用についての詳細はホームページをご覧ください。 

ホームページ　https://mobiho.jp/ 

https://ccar.jp/
https://mobiho.jp/


【事務局ニュース📰】 
～JCTA事務局より～ 
謹賀新年 
明けましておめでとうございます。 
旧年中は大変お世話になり深く感謝申し上げます。 
本年もJCTA会員の皆様にために微力ながら尽力して参りたいと思っております。 
2022年が皆様にとりまして幸せな年となりますよう心からお祈り申し上げます。  

さて、JCTA事務局では、来春久々の主催イベントを開催致します。 
2022年3月5日（土）・6日（日）＜2日間開催＞ 
東京お台場エリア／有明カーツーリズムフェスタ2022SPRING。 
意義ある企画内容で実施させて頂きますので、１小間でも多くの皆様からのご出展をお待ちして
おります。 
出展案内と申込書は下記の通りです。ダウンロードをしてご確認をお願い致します。 
お申込書を出力してご記入の上FAX送信を頂く。 
または、メールで添付送信をお願い致します。 
  
有明カーツーリズムフェスタ事務局 
Tel03-5809-1952　　Fax03-5809-2796 
メールアドレス　info-ariake＠jcta.jp 
ホームページ　https://ariake.jcta.jp／（※12月25日開設予定） 
  
＜有明カーツーリズムフェスタ2022出展案内（表面）＞ 
https://xfs.jp/gI2ts0 
  
＜有明カーツーリズムフェスタ2022出展案内（中面）＞ 
https://xfs.jp/yyeP0p 
  
＜有明カーツーリズムフェスタ2022出展申込書＞ 
https://xfs.jp/vp4KMa 

https://xfs.jp/vp4KMa


【事務局外村ニュース🌻 】 

外村佳南子は定期的にライブ活動をしています。 
元々鹿児島県、岐阜県でのイベントのライブも決まっていましたが、現在は都心中心に活動して
います。 
ホームページに歌っている映像もございます。 
以下宣伝させていただきます。 

【さいごに】 
今回は皆さんのご紹介のみとなりましたが、今後はもっと楽しく読んでいただけるよう工夫しな
がら通信をお届けしますので、楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。 
コロナ渦中、寒さも厳しさを増しておりますので、くれぐれもお体にご留意のうえ、                                                            
さらなる飛躍の年となりますようお祈りしています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JCTA会員サポート担当   外村佳南子

《JAZZライブ》 
2022年1月 
18（火）銀座 バーブラ  https://ginza-barbra.com/  
open 18:30  start 19:00   charge ¥5,000 

25日(火)  六本木club t  https://clubt220music.com/ 
open 18:00   start 19:00  charge ¥6,600 

外村佳南子ホームページ 
https://hokamura-kanako.com/


