屋
外
エ
リ
ア

ハイカーの集い。九州、九重にて。

BOOTH

BOOTH
（屋外出店）
コーナーは本イベントの参加予約のない方でもご覧いただけます。

OUTDOOR GEAR MANIACS

Great Cossy Mountain

www.outdoorgearmaniacs.com

http://gcm.thebase.in/

海外にはデザイン性と耐久性に優れた上
でさらに、軽量化を実現したウルトラライ
トギアがたくさんあります。そのような製
品をより多くの方に知っていただき、快適
なアウトドアアクティビティーのお手伝い
をします。

SIMPLE、LIGHT、POPをキーワードに、
単なるウルトラライトにとどまらない、
「MELLOW HIKING」を提案し、その為の
ザック、シェルターなどのギアを制作、
販売しています。

アクシーズクイン

Sanpo's Fun Lite Gear

http://www.axesquin.co.jp

https://www.facebook.com/
sanposfunlitegear/

1988年の設立以来、日本のアウトドアブ
ランドとして四季のある日本の気候にお
いて快適であることを考え続けてきたア
クシーズクイン。完全防備ではない、森
林限界以下での山歩きの新しいスタイル
「凌」
を提案します。

Lotus
http://www.lotus-corp.jp/products.html

アルトラシューズのデモラン、クライミッ
トのマット、ビックスカイテントの展示と、
商品のプレゼンを行います。ロータスが
提案する新しい山遊びをご紹介します。

WANDERLUST
EQUIPMENT
http://wanderlust-equipment.com/

Sanpo CF stove等火器類をメインに機能
的かつ軽量でハイクを楽しめるギアを製
作しています。今回のようにアルコールス
トーブのワークショップも行っています。
自分で作った火を楽しんでください。

軽量シンプルなアウトドアギアと旅の道
具を制作するガレージメーカー。日本の自
然環境にあった新しいウルトラライトのか
たちを提案します。

ifyouhave

Sky High Mountain Works

Canezees Doughnut Hakata

http://ifyouhave.org/

http://www.skyhighmountainworks.com/

http://www.canezees-doughnut.com/

兵庫県芦屋市六甲山芦屋ロックガーデン
の登山口に位置するアウトドアセレクト
ショップ。LWハイキング、マウンテンラ
ンニング、ファストパッキングに使えるコ
アなギアを当日はセレクトして展示販売し
ます。

福岡県産小麦をはじめ厳選素材を使用、
環境に配慮した博多のドーナツ屋。今回
はトレイル行動食にも最適な、ハイカロ
リーでビーガンにもお勧めできる焼きドー
ナツを特別フレイバーでご提供します。

•O•W•L•

TRAILS

PLANT LAB.

http://lostagain.club/

http://thetrailsmag.com/

シンプルに自分たちで使いたいものを作
る、そして自然が好きな人たちと共有する。
OWLはデザイナー、アーティスト、縫製
職人とプロデューサーの四人で機能的な
U.Lアウトドア用品を作る小さなMYOGブ
ランドです。

トレイルカルチャーを発信するウェブマ
ガジンです。旅のヒントになるようなムー
ビーの展示や、2人用ULスリーピングバッ
グ、書籍など、ハイカーを旅へ誘うオリ
ジナルプロダクトを販売いたします。

https://www.facebook.com/plantlab.
comfortfoods/

OGAWAND

Hariyama Productions

Franchesca ＆ Co.

http://www.ogawand.com/

http://hariyama.net/

http://franchesca-cow.jimdo.com/

使いやすくシンプルな道具でもっと自由
に。
「自然の中でのアクティビティをもっ
と楽しみたい」そんな人達のためのアウト
ドアギアを制作するガレージメーカーで
す。

自身のギア製作をきっかけに、2009年ハ
リヤマプロダクションとして始動。島根発
のアウトドアブランドとして、様々なコラ
ボレーションや、オンラインストアでの販
売を中心に活動しています。

九州の筑後平野で育つミナミノカオリか
ら起こした天然酵母を毎日かけ継ぎしな
がら育てています。ミナミノカオリで美味
しいパンを焼きたい。一番シンプルに粉
の味を味わってもらえるパン作りを目指し
て現在も奮闘中。

“More with Less”をテーマにアウトドアギ
アなどをつくっています。製品に加えて開
発中サンプル（バックパックなど）も展示
する予定です。九州のみなさまに直接見
ていただける機会をとっても楽しみにして
います。

2016.11.5sat - 6sun
at Hokkein Onsen Sansou

京都の出町柳で鎌倉の山と道と共同運営する
スペース「山食音」の食担当。たっぷりの豆と地
元のオーガニック野菜を使った世界の家庭料
理と地元の自然と触れ合うフィールドワークも
やっています。

ハッピーハイカーズ・法華院ギャザリングとは？

季刊のぼろ

MoonlightGear

Happy Hikers Shop

https://www.instagram.com/novolo_official/

http://moonlight-gear.com

http://happyhikers.info/

九州・山口、唯一の山雑誌「季刊のぼろ」
。
最新号、バックナンバーを販売いたしま
す。会場で本を購入いただいたくと、先
着50名様に「のぼろオリジナル山ノート」
をプレゼント！ くじゅうの山登りのご相
談も承ります！

世界中の厳選されたアウトドア用品のみ
をセレクトして販売する、新しい山の過ご
し方を提案するアウトドアショップ。UL
アウトドアを軸に様々なアクティビティを
楽しめるヒントを発信しています。

イベント主催者ハッピーハイカーズの
ブースです。今回のイベントの企画に手
一杯で自分たちのショップで何やるのか
まだ決まっていません！
（笑）イベント本部
みたいな、オリジナルグッズとか、受付も
しないと、オロオロ。

GRiPS

山と道

http://grips-outdoor.jp/

http://yamatomichi.com/

福岡の山道具店です。ウルトラライトな
ギアからトレイルランニング用品まで多数
取り揃えております。ファストパッキング、
旅の道具はお任せください。

鎌倉を拠点に活動を行っている「山と道」
です。これから販売する予定の新商品及
び既存商品の展示を行います。商品の販
売は今の所予定しておりません。京都に
新しくPLANT LAB.と共同で山食音という
スペースを作りました。

ハイカーのためのコミュニティーを作ることを目的とした、ハイカーのための集いです。
「ハッピーハイカーズ・法華院ギャザリング」は、九重・法華院温泉山荘を会場に、
「山を歩くこと」
「山で過ごすこと」を楽しむ
ハイカーの繋がりの場となるイベントです。
「ハッピーハイカーズ」
は、山や自然を愛し親しんでいる人々の共通項となるようなコミュニティーを目指したいと思っています。
「ハイク」は、山で行うアウトドア活動において「ベース」となるものです。このイベントでは、
「ハイク」を入り口に、さらに向こ
う側にある多様な山の世界へアクセスできる場としたいと思います。
「ハッピー」
は、シンプルなことではありますが、決してイージーなことではありません。
「ハッピー」
な状態は、高いモチベーショ
ンを持ってしっかりと何かに取り組んで初めて感じることができるものではないでしょうか。
「法華院ギャザリング」
は、
ビギナー
からエキスパートまで、
「ハイカー」
たちと有意義な時間と体験を交換、共有したいと思います。
ハッピーハイカーのみなさん、
「ハッピーハイカーズ・法華院ギャザリング」
で会いしましょう！

本イベントの参加には【事前予約】が必要です

http://happyhikers.info/hhhg2016/
※2016年10月5日
（20:00）
よりWEBにて予約受付を開始いたします。

●日 時／2016年 11月5日
正午〜22:00
（土）
8:00〜14:00
11月6日（日）

2DAYS

※荒天による中止の場合は前日15:00までにメール及びFacebookページにてお知らせいたします。

●会 場／法華院温泉山荘 〒878- 0202 大分県竹田市久住町大字有氏1778-9
●参加費／1,000 円
（税込）※メイントーク、懇親会の参加費となります。

●参加までの流れ
1 WEBサイトからイベントの予約
200名の定員制となっていますので、まずは
イベントの予約から。

▼

※レクチャー、ワークショップに参加する場合は別途参加費がかかります。

●定 員／200 名
（予約制）

2

※会場の都合により定員制とさせていただきます。

●お申し込み／2016年10月5日
（20:00）
より上記WEBサイトにて予約受付開始
●主 催／HAPPY HIKERS（ http://happyhikers.info  Mail

info@happyhikers.info）

●その他／※
（参加者の宿泊について）
宿泊は、法華院温泉山荘、テント場、坊ガ

レクチャー・ワークショップの
予約

受付完了メールにて、予約フォームのURL
をご案内します。そちらから希望のレク
チャーやワークショップをご予約ください。

ツルテント場の通常規定での利用となります。※本イベントは、登山

▼

やハイキングの経験のある方を対象とするイベントです。※会場であ

参加費の合計金額を会場受付
3
にて当日お支払いください。

る法華院温泉山荘へは、コースタイムで2時間程度の登山が必要です。

北野拓也
（Sky High Mountain Works）
山に入って遊ぶとき、ハイクは全てのベースになる。ハイクの先

もっと思想的、哲学的な部分を理解しておきたい。
「軽さ」から、

には数多くの可能性がある。自分の住む場所や地域にも目線を

その先の世界へ。ULハイクの核心へと続く
「シンプルさ」
や
「自然

変えれば新しいフィールドは存在している。そんな鋭利な感覚

との関係」
についての話。

を持ち合わせた野人になろう。

土屋智哉
（つちや・ともよし）

北野拓也
（きたの・たくや）

1971年埼玉県生まれ。東京三鷹にてウルトラライトハイキングとロングディスタ

1972年東京生まれ。父親の影響で幼少期より山に親しみ、登山からクライミン

ンスハイキングの専門店ハイカーズデポを営む。自らもジョン=ミューア=トレイ

グに傾倒し、現在はマウンテンランニングを中心に活動。兵庫県の六甲山麓の

ル、
コロラド=トレイルといった海外トレイルをスルーハイクしている。
近年はパッ

アウトドアセレクトショップ「Sky High Mountain Works」にて、スクランブリン

クラフトにも傾倒、ハイキングの可能性を広げるパートナーとして積極的に展開。

グなどをミックスさせたライト&ファストな山行やオーバーナイトでのファスト

2013年にはパックラフトの生まれたアラスカブルックスレンジで2週間の川下り

パッキングスタイルを発信。自分の住むところから自然へと向かう、北野さんの

をおこなっている。著書
「ウルトラライトハイキング」
（山と渓谷社）

シンプルかつストレートなあり方は多くの人の共感を得ている。

●時間：11月5日
（土）15:00〜16:15
（1時間15分）

●時間：11月5日
（土）
16:30〜17:45
（1時間15分）

LECTURE
11/6sun,11:00-11:50

「日本ULハイク／コテージインダストリー史概論」
三田正明

トレイルカルチャーを発信するウェブマガジン「TRAILS」の編集長である佐井聡さ

雑誌やウェブメディアで旅やハイクに関する記事を執筆する三田正明さんによる、

んと、同じくTRAILSエディター＆フィルマーである小川竜太さんによるロング・ディ

日本におけるULカルチャーの歴史を俯瞰するトーク。独自の発展を続ける日本の

スタンス・ハイカーについてのトーク。大自然の中、野営をしながら長期間にわた

ULカルチャーと数々のコテージインダストリー（ガレージメーカー）
。アメリカ生ま

り長距離ハイキングの旅をするロング・ディスタンス・ハイキング。海外のハイカー

れのULハイクはいつ、どのように日本に輸入され、拡がったのか？ 道具やカル

と接したり、今年初開催した日本のロング・ディスタンス・ハイカーの集い「LONG

チャー、シーンを支えた人々などの話から日本におけるULハイク受容の歴史をひも

DISTANCE HIKERS DAY」
で見えてきたリアルな世界感を共有します。

解き、日本のハイクについて考えてみたい。

●時間：11月5日
（土）
14:00〜14:50
（50分） ●料金：500円 ●定員：なし

●時間：11月6日
（日）
11:00〜11:50
（50分） ●料金：500円 ●定員：なし

「ウルトラライトの展開術ーULアソビのすすめ」
千代田高史

025'sシルクスクリーンプリント

14:00

大西貴之

アルコールストーブワークショップ

ロング・ディスタンス・ハイカーの
世界 ～野営とハイキングを繰り返す
旅人たち／佐井聡・小川竜太

佐藤淳

15:00
▼

土屋智哉×北野拓也クロストーク
懇親会

8:00

6

南竹成己

「野人になろう」 北野拓也

20:00
〜22:00
パッキング・クリニック

ハイカーのための食事と栄養学

土屋智哉

勝俣隆

ウルトラライトの展開術ーULアソビのすすめ

9:00
10:00

コンパスの使い方

「UL HIKEはZEN HIKE」 土屋智哉

17:45

11/

知っておきたい地図の読み方と

MAIN TALK

知っておきたい
地図の読み方と
コンパスの使い方
南竹成己

千代田高史
パッキング・クリニック

ハイカーのための食

025'sシルクスクリーン

土屋智哉

事と栄養学／勝俣隆

プリント／大西貴之

三田正明

12:00

パッキング・クリニック

ハイカーのための食事と栄養学

土屋智哉

勝俣隆

ワークショップ
佐藤淳

山と道、夏目さんの話

13:00

ハイク&ランセッション
北野拓也

アルコールストーブ

日本ULハイク／コテージインダストリー史概論

11:00

アルコールストーブワークショップ
佐藤淳

夏目彰

14:00

「山と道、夏目さんの話」

11/6sun,13:00-13:50

5

開会式

13:00

sun.

11/6sun,9:00-9:50

「ロング・ディスタンス・ハイカーの世界 ～野営とハイ
キングを繰り返す旅人たち」 佐井聡・小川竜太

レクチャー参加にはそれぞれ予約と参加費が必要です。

11/

sat.

道具の軽さの話に始終しがちなULハイキング。実は、その前に

12:30

加

土屋智哉
（ハイカーズデポ）

11/5sat,14:00-14:50

「野人になろう」

11/5sat,16:30-17:45

参

「UL HIKEはZEN HIKE」

員

11/5sat,15:00-16:15

TIME SCHEDULE

全

館
内
エ
リ
ア

MAIN TALK

閉会式

MAIN TALK
（メイントーク）
=全員参加できます

=全員参加できます

LECTURE
（レクチャー）
=事前予約制
（別途参加費）・

WORKSHOP
（ワークショップ）
=事前予約制
（別途参加費）

夏目彰 （聞き手：豊嶋秀樹）

アウトドア用品のセレクトショップ「MoonlightGear」の運営や「OMM」を主催するな

「山と道」の夏目彰さんに「山と道」のことや夏目さん自身について話していただきま

ど多様な活動を行っているnomadicsの千代田高史さんによるウルトラライトの展開

す。デザインプロデューサーからの転身、山道具メーカーという選択、企画、試作、

術についてのトーク。ULハイクを目的としてではなくベースとなるものだと考えた

ブランド立ち上げなど実際の話から、納得のいく製品とは何か、仕事と山がつなが

とき、その先にはもっと多様で新しいあり方が見えてくるだろう。軽量化の先の選

ること、または、つながらないこと。そして、山と道を生きる夏目さんのライフスタ

択肢としてのバイクパッキングやファストパッキングのように、ULを軸に他のアク

イル
（生き方とその考え、夢）
までを聞く。

ティビティと融合することで可能性は無限に広がる。

LOCATION & ACCESS
九州ハイカーの聖地、大分県九重連峰にて開催します。

●時間：11月6日
（日）
13:00〜13:50
（50分） ●料金：500円 ●定員：なし

九重連峰は、阿蘇くじゅう国立公園にある九州を代表する山域で、標高1000mクラ

●時間：11月6日
（日）
9:00〜9:50
（50分） ●料金：500円 ●定員：なし

スの火山性の山がひしめき合い雄大な景観を作っています。樹林帯がない部分も多

11/5sat,6sun

「025'sシルクスクリーンプリント」
大西貴之

WORKSHOP
11/5sat,6sun

「知っておきたい地図の読み方とコンパスの使い方」
南竹成己

く実際の標高よりも高く感じ、
「他の惑星にやってきた？」という気分にさせられるで
しょう。そして、九重のヘソのような位置にあるのが法華院温泉山荘です。山荘の

ワークショップ参加にはそれぞれ予約と参加費が必要です。

天然温泉は、ハイクの疲れを癒すことを約束してくれます。ラムサール条約に登録さ
れている
「坊ガツル」
にはキャンプ場があり多くのハイカーの定宿ともなっています。

11/6sun

「ハイカーのための食事と栄養学」

アクセス方法

勝俣隆

"Sekuna Sekuna"を合言葉に、一見ユルいですが、競争
社会に対して
「自分のペースで行ったらええやん！」
という
パンクでメッセージ性のあるデザインをシルクスクリー
ンプリントで表現している025tシャツさん。今回のワー
クショップでは、比較的簡単にできるカッターを使った
製版方法で参加者オリジナルデザインを制作して、持参
していだたいた白いTシャツやタオルにプリントします。
＊染料の都合上、綿100%のものをご用意ください。

鹿児島県山岳連盟副会長、公認山岳指導員であり、九
州トレイルランニング協会主催のサマーキャンプで講師
を務める南竹成己さんによるワークショップです。地図
とコンパスは使い方を知ると、登山計画から登山の実践、
緊急時の行動まで、山の楽しみが広がるとともに、いざ
という時にも自らがどう行動すべきなのかということがわ
かってきます。あまり紹介されないようなコンパスを使
い遊びながら技術が習得できるワークショップです。

アパラチアントレイルのスルーハイカーであり、日本に
ウルトラハイキングが紹介され始めた黎明期に、当時在
住していたサンフランシスコから現在進行形の情報を
発信し続けていた「べぇさん」こと勝俣隆さんによるハイ
カーのための食事と栄養学のワークショップ。長い距離
を歩くハイカーにとって必要な食事や栄養ってどんなも
の？そしてその方法は？様々な食材の紹介や袋飯の試食
などを交えながらの実践的な食のワークショップです。

●料金：1,000円
（材料費込み）●時間：11月5日
（土）
13:00〜13:50
／11月6日
（日）10:00〜10:50
（各回50分） ●定員：各回10名

●料金：500円 ●時間：11月5日
（土）
13:00〜14:50／11月6日
（日）
8:00〜9:50
（各回2コマ連続1時間50分） ●定員：各回20名

●料金：1,000円
（材料費込み） ●時間：11月6日
（日）8:00〜8:50
／10:00〜10:50／12:00〜12:50
（各回50分） ●定員：各回15名

「アルコールストーブワークショップ」

「パッキング・クリニック」

「ハイク&ランセッション」

FUKUOKA

KUJYU

飛行機
（福岡・大分まで）
東京
（成田） → 大分（jetstar）

1時間50分

東京
（成田） → 福岡（peach）

2時間15分

大阪
（伊丹） → 大分（JAL/ANA）

1時間

大阪
（関西） → 福岡（peach）

1時間5分

新幹線
（博多まで）
東京 ⇒ 博多

5時間20分

大阪 ⇒ 博多

3時間

在来線
（博多から由布院まで）

11/5sat,6sun

佐藤淳
精巧なハンドメイドによって機能的かつ軽量なアルコールス
トーブを製作する国産ガレージメーカーである「Sanpo's Fun
Lite Gear」のサンポさんによるアルコールストーブづくりワーク
ショップです。ULハイクの世界に一歩足を踏み入れると自分で
作ってみたくなるのがアルコールストーブ。今回のワークショッ
プでは、作ってすぐに湯沸かしして楽しめる、五徳の要らない
サイドバーナータイプのアルコールストーブを作ります。350ml
缶を切り分けて作れるシンプルな構造ながら作りごたえがあ
り、完成後には実際にお湯を湧かしてお茶を楽しめます。
●料金：2,500円 ●時間：11月5日
（土）
13:00〜14:50／11月6日
（日）
10:00〜11:50／12:00〜13:50（各回２コマ連続1時間50分） ●定
員：各回10名

11/6sun

土屋智哉
今回のイベントではトークも楽しみな、東京・三鷹にあ
るウルトラライト•ハイキングをテーマにしたショップ「ハ
イカーズデポ」
のオーナー、土屋智哉さんによるパッキン
グに関するワークショップ。省略できるのは何か？何を
軽くできるのか？実際に持ち物を診断してもらいたい参
加者のザックを例題に、土屋さんがザックの中身を具体
的に診断します。実践的で具体的な診断の様子を見るだ
けでもためになる、公開型クリニックです。
●料金：500円 ●時間：11月6日
（日）8:00〜8:50／10:00〜10:50
／12:00〜12:50
（各回50分） ●定員：各回20名

11/6sun

博多 → 由布院（特急ゆふ）

北野拓也
地元兵庫県の六甲山を縦横無尽に遊び尽くすことで、
山との新しい向き合い方やハイクやトレランに沢や岩
をミックスした新しいスタイルを発信するプロショップ
「Sky High Mountain Works」の北野拓也さんによるハイ
ク＆ランのセッション。今回は九重の山をステージとし、
身近なローカルのフィールドを新たな目線で捉え直して
みる良いきっかけにもなるでしょう。普段、山に入って
いる方であればトレランのビギナーでも参加可能なセッ
ションです。
●料金：1,000円 ●時間：11月6日
（日）
8:00〜12:00
（4時間）
※終了時間は前後することがあります。 ●定員：15名

2時間16分

高速バス
（博多・大分空港から由布院まで）
博多 → 由布院（西鉄バスゆふいん号）

2時間

大分空港 → 由布院（亀の井バス）

55分

路線バス
（由布院からくじゅう登山口まで）
開催場所

法華院温泉山荘
〒878-0202
大分県竹田市久住町大字有氏1778-9
http://hokkein.co.jp

由布院駅前バスセンター → くじゅう登山口
（長者原）

50分

例）①成田空港→大分空港
（jetstar）
→長者原
（レンタカー）
②関西空港→福岡空港
（peach）
→JR博多駅→JR由布院駅
（特急ゆふ）
→
由布院駅前バスセンター→くじゅう登山口
（亀の井バス）
●参考リンク
（登山口ねっと！）
http://tozanguchi.net/kujyu_yufuin/

