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2020 年 8 月 31 日 

株式会社 REXEV 

 

ニュースリリース  

キャンプ場で電化製品が使える！ 

eemo に乗って、快適ワーケーション！ 

 

～eemo に乗って Recamp おだわらに行けば、電化製品の利用が「無料」～ 

 

電気自動車（以下、EV）を使ったカーシェアリング並びにエネルギーマネジメント

に取り組む株式会社 REXEV（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：渡部健、以

下、REXEV）と、キャンプ場開発・遊休地活用の株式会社 Recamp（本社：東京都目黒

区、代表取締役社長：丹埜倫、以下、Recamp）は、Recamp が運営するキャンプ場

「Recamp おだわら」にて、自然の中でのワーケーションを EV からの電気供給で支援

する「EV でワーケーション応援セット」の提供を 2020 年 8 月 7 日より開始いたしま

した。 
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 REXEV は、小田原市および地域新電力である湘南電力株式会社と「小田原市 EV を

活用した地域エネルギーマネジメントモデル事業」を 2019 年 10 月より開始し、2020

年 6 月より、小田原市を中心とした神奈川県西部エリアにて EV カーシェアリング

「eemo カーシェアリング（※1）」のサービスを行っております。 

 Recamp は、2019 年 11 月に公募プロポーザル方式にて募集された、神奈川県小田原

市いこいの森の指定管理者に、いこいの森共同事業体として指定されています。

Recamp はキャンプサイトの管理運営を担当しており、2020 年 6 月より小田原市いこ

いの森内にて「Recamp おだわら」の営業を開始しております。 

REXEV 及び Recamp は、平時の EV 活用の一つのモデルとして、キャンプ場の自然の

中でワーケーションを楽しんでいただくため、電気自動車の電気を使用するのに必要な

機器、およびプロジェクタ等の電化製品の貸出を行う「EV でワーケーション応援セッ

ト」の提供を開始いたします。eemo と「EV でワーケーション応援セット」を合わせて

ご利用頂くことで、手ぶらで小田原を訪問し、自然の中でのワーケーションを楽しんで

いただくことが可能になります。また、eemo でご来場のお客様には、「EV でワーケー

ション応援セット」を無料で提供させて頂きます。 

REXEV は、今後も持続可能な街づくりに貢献するとともに、より一層の地域サービ

ス向上に努めてまいります。 

 

※「EV でワーケーション応援セット」の利用イメージは以下動画をご参照ください。  

https://youtu.be/eBg55PAEZyw 

■ EV でワーケーション応援セット 概要 

【サービス内容】 

・Recamp おだわらにて以下の電化製品と機器の貸与を受け、Recamp おだわらの林間オ

ートサイト内にて使用することが出来ます。 

 

  -電化製品一式 

  ①プロジェクタ（HDMI ケーブル、VGA ケーブル、AV ケーブル付属） 

②スクリーン（120 インチ、自立式/組み立て型） 

③マルチタップ（5m/AC8 口、USB4 口） 

④延長コード（5m/AC4 口） 

⑤3in1USB ケーブル(lightning/micro USB/type C) 

⑥卓上 LED 照明 
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⑦電気ケトル（1.0L） 

⑧サーキュレータ 

⑨炊飯器（3 合炊き）  

  

-可搬型給電器（パワームーバー） 

EV の充電コネクタに接続することで、電気自動車より電気を取り出すことができ

ます。（1 口 1500W の AC 電源を 3 口分） 

 

 

（画像提供：日産自動車株式会社） 
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【サービス利用料金】 

・以下料金にてご利用頂くことができます。 

 ご自身の EV を 

ご利用の場合 

eemo を 

ご利用の場合 

EV でワーケーション 

応援セット 
10,000 円（税込） 無料 

※eemo ご利用時は、当日フロントにて eemo アプリのマイページを提示してくださ

い。 

※eemo の会員登録は下記ページより実施ください。 

https://www.eemo-share.jp/entry/ 

 

【ご利用方法】 

・Recamp おだわらのネット予約サイトより、キャンプ場（林間オートサイト）予約時

に追加オプション注文を行うことで予約を行うことができます。 

※Recamp おだわらネット予約サイト  

https://www.nap-camp.com/kanagawa/13655 

・利用当日に Recamp おだわらフロントにて物品の貸与を受けることができます。 

 

【予約受付期間】 

・2020 年 8 月 7 日～ 

 

【サービス利用時の全体の料金の例】 

 手ぶらで小田原を訪問し、Recamp おだわらにて「eemo」と「EV でワーケーション

応援セット」を利用して 4 名でワーケーションを行った場合の料金の例は以下の通り

となります。 

内訳 料金 

Recamp おだわら林間オートサイト使用料（1 泊）* 4,200 円 

eemo 利用料（たまに使いプラン 24 時間利用時） 10,560 円 

タープ レンタル 2,200 円 

アウトドアテーブル レンタル（1 卓） 770 円 

アウトドアチェア レンタル（4 脚） 3,080 円 

ポケット wifi レンタル 1,000 円 

EV でワーケーション応援セット 0 円 

計 21,810 円 

*Recamp おだわら林間オートサイト使用料は使用する日により変動します。 

 

https://www.eemo-share.jp/entry/
https://www.nap-camp.com/kanagawa/13655
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【電気自動車の電力消費の例】 

 4 名で 1 日ワーケーションを行う場合に、電気自動車の電気を使用した際の電力消費

の例は以下の通りとなります。eemo で利用している日産自動車 LEAF（40,000Wh）で

考えると、満充電分の 9.4%、約 24km の走行に相当する電力消費となります。 

利用機器 利用方法 電力消費 消費割合 

ノートパソコン 4 人で 10 時間使用 1,200Wh 3.0% 

スマホ充電 4 人で 10 時間使用 250Wh 0.6% 

プロジェクタ 1 台を 4 時間使用 1,200Wh 3.0% 

サーキュレータ 1 台を 10 時間使用 250Wh 0.6% 

電気ケトル 3 度湯沸かしを実施 450Wh 1.1% 

炊飯器 1 度炊飯 400Wh 1.0% 

計  3,750Wh 9.4% 

 

※1 eemo カーシェアリングとは 

eemo カーシェアリングは、REXEV が提供する、「あらゆる人が、もっと自由に、も

っと便利に移動できる未来。地域社会が、環境を守りながら、発展し続けていく未来」

を目指す EV カーシェアリングサービスです。ガソリンを使わない EV なので移動中に

CO2 を排出しないだけではなく、その充電には地域内で充電された再生可能エネルギ

ーを最大限利用いたします。また、EV は停車時にはエネルギーリソース、災害時には

非常用電源として活用されます。 

■ 関連情報 

⚫ 電気自動車カーシェアリング「eemo（イーモ）」本日6月 1日よりサービス開始！  

■ 株式会社 REXEV 

所在地 本店：東京都千代田区神田淡路町一丁目 9番 5号 

本社：神奈川県小田原市寿町一丁目 1番 12号 

代表者 代表取締役社長 渡部 健 

事業内容 e モビリティのシェアリング、エネルギーマネジメント事業 

設立 2019年 1月 23日 

URL https://rexev.co.jp/ 

https://rexev.co.jp/2020/06/01/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8ceemo%ef%bc%88%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%a2%ef%bc%89%e3%80%8d%e6%9c%ac/
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■株式会社 Recamp   

所在地 東京都目黒区中目黒三丁目 3番 2号 

代表者 代表取締役社長 丹埜 倫 

事業内容 キャンプ場開発・運営 

設立 2019年 4月 

URL https://www.recamp.co.jp/ 

 

 

以 上 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

株式会社 REXEV 藤井  

Tel：03-3525-8008  Mail：info@rexev.co.jp 

 

mailto:info@rexev.co.jp

