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好きですニッポン
クロモリ４Ｐ、クロモリ５Ｐのすすめ

は爪高１５㎜の滑り止めです。クロモリ５Ｐは爪高３㎝の簡易アイゼンです、どちらも土踏ま
です。
ールスポイントは本格的アイゼン（８Ｐ～１４Ｐ）と同じ製造過程で造られたことです。材質も
製。焼入れ塗装も先端技術で処理した自慢の商品です。

し用の左、右のリングがないのも特長です。固定バンドはフレームにつける構造です。リン
から小さな靴から大きな靴までジャストフィットします。固定バンドが傷みやすいのではと
声もありますが、トラブルはありません。
アイゼンほど氷雪をよくとらえます。従来品と比べて３６０度あらゆる方向によく効く設計

安全登山のために開発された４Ｐ、５Ｐです。
イカーの安全登山のお役に立つのが、エキ
いです。

Ｐset(ST4)
モリ鋼製/黒色電着塗装。
ズ/43 ㎜×70㎜。爪高 15 ㎜。重量/135g。
価格/￥2,772

Ｐset(ST5)
モリ鋼製/黒色電着塗装。
ズ/50mm×70㎜。爪高 31 ㎜。重量/185g。
他の仕様４Ｐと同じ。税込価格/￥4,200

≪在庫 ７９台で終了≫

Ｐ卍 set(ST6)
モリ鋼製/黒色電着塗装。重量/185g。
他の仕様５Ｐと同じ
価格/￥4,830

≪在庫 ３台で終了≫

卍 set(ST3)
ン製。重量/195g。塗装なし。
他の仕様５Ｐと同じ。
価格/￥5,544

≪在庫 ６５台で終了≫ すべてスノープレート、ナイロンケース付



8Ｐ卍～１４Ｐ卍のジョイントの説明

クロモリ 8Ｐ卍～１４Ｐ卍は通常Ｍジョイントをつけて出荷します。靴サイズは２４ｃｍ～28ｃｍ用。ジョイント

は特殊鋼（SK-５）1.2 ㎜厚 焼入れ製。７㎜間隔で６㎜径の穴が連続してあいています。微妙なサイズ調

整ができます。連続穴がスプリング効果を増し、良く反ります。大きく反らせても塗装が剥げない最

新の電着塗装仕上げです。

特に小さい靴、とくに大きい靴用には Ｓ、Ｌ、ＬＬサイズのジョイントをオプションでお求めになれます。

余ったジョイントは有料で引き取ります。Ｓ、Ｌ、ＬＬのジョイントをつけての出荷もＯＫです。

ー データ ー

ジョイント名 適用靴サイズ 重量（２本） 税込価格

Ｓジョイント ２４ｃｍ以下向き ５０ｇ ２,５２０円

Ｍジョイント ２４ｃｍ～２７ｃｍ ７０ｇ ２,０１６円

L ジョイント ２７ｃｍ～３０ｃｍ ７５ｇ ２,０１６円

ＬＬジョイント ２９ｃｍ～３３ｃｍ ８０ｇ ２,５２０円

2008 年１１月号通巻 290 号の本誌に「ジョイント交換時に塗装面に傷ついた際はお引き取り出来ませ

ん」と但し書きをしましたが、再塗装可能と判明しました。山で使用して傷ついたジョイントはお断りし

ます。ジョイント交換時に塗装が剥げた品についてはジョイント代金に再塗装費用 １セットにつき 525

円を差し引いて、引き取りします。お詫びと訂正をさせていただきます。

8Ｐ卍～１４Ｐ卍 最大のセールスポイント

○ フロント側とヒール側のリング位置と角度を研究すると、あらゆる靴にジャスト・フィットするアイゼン

が開発できます。靴サイズはジョイント長さで調整可能です。

○ アイゼン購入の際には山靴を持参するのが常識でしたが、８Ｐ卍～１４Ｐ卍は、その必要がありませ

ん。靴底のやわらかいトレッキングブーツに対応するため、ジョイントはスプリング鋼を採用しまし

た。

○ クロモリ８Ｐ卍～１４Ｐ卍は世界で唯一無二、最軽量、最コンパクトのアイゼンシリーズです。



スノーシューズ・マイナーチェンジ

レベルアップのお知らせ

皆様のおかげで、改良を繰り返して比類なき定番とまでいわれるスノーシューズがさらに、レベルアッ

プしました。

○ １２月出荷分より前後のパイプ（Ａ６０６３ ２２Ф×１）と中央両端の爪（ＳＵＳ４３０-０．８ｔ）を固定するリ

ベットが従来品はアルミ製できたが、強度を高めるために鉄製に変更しました。

○ 新リベットは鉄（ＳＷＣＨ）ＪＩＳトラス中空４×２７ ３価クロメートです。強度はアルミ製の３倍以上。こ

れで、リベットの緩みは解消されます。

○ ただし、スノーシューズは深雪用歩行器です。バンド、テープ類はナイロン製です。パイプも長年使

用すれば損傷します。スノーシューズはあくまでも、消耗品とご理解ください。

○ 新リベットは税込上代１本１２６円（従来のアルミ製は生産終了）で別売りします。

○ 新リベット付きのスノーシューズの総重量は下記の通りです。今期は値上げいたしません。

―― データ変更 ――

スノーシューズＭ 従来品７３５ｇ 最新型７３０ｇ

スノーシューズＬ 〃 ７４５ｇ 〃 ７５０ｇ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ

第 4 章 御坂山
み さ か や ま

と河口湖周辺

一日体験で河口湖畔のリゾート施設を利用できる抽選に当たる。１日目は御坂山に登り、２日目は

周辺の観光に付き合うつもりで旅にでる。

御坂山 山梨県南部に位置する御坂山塊の南東部の山。標高 1596m。東西に主脈縦走路が走

る。西方の旧御坂峠が山名由来。東方南麓の天下茶屋（1300m）から御坂峠を経由するコースが最

短路。山頂展望はブナ林の樹間に得る。

旧御坂峠
きゅうみさかとうげ

御坂山塊の中央東よりに位置する 1525m の鞍部。東は御坂山。西は黒岳、大石峠。

南は河口湖。北は黒駒、藤野木へ４分岐する。富士見三景の一つ。古くは三坂、味坂としるされ、

日本武尊
や ま と た け る

が東征の際にこの地を通ったという伝説から御坂の名がつけられた。鎌倉時代に甲府側

黒駒村から河口湖に抜ける鎌倉往還
かまくらおうかん

がこの峠を越えていた歴史の峠道でもある。峠の下の御坂トン

ネルには富士山麓と甲府を結ぶ R137 が通じている。峠上の御坂茶屋は永らく休業中。

河口湖
か わ ぐ ち こ

富士山山麓と御坂山塊との間の凹地にある堰止湖
せ き と め こ

。湖面標高 831m、最大深度 15m、面

積 5.7ｋ㎡。

サンダンス・リゾート河口湖 国内 22 ｹ所、海外 76 ｹ所に広がるリゾート・ネットワーク。低価格で

宿泊できる会員制宿泊施設。車がないと不便かも知れない。山梨県南都留郡富士河口湖町勝山

3093。電話 0555（72）5558。

河口湖オルゴールの森 世界最大規模の自動ダンスオルガや自動演奏楽器、からくり人形、現

代の高級オルゴールが展示される。弦楽４重奏コンサートや噴水ショー、工房めぐり、料理、スイーツ

などが楽しめ、充実した１日が過ごせるオルゴール美術館。キャッチ・コピーは『河口湖畔にたたず

む中世の貴族の館。そこには限りない豊かさにつつまれた音楽の世界があります』 。協賛アサヒ飲



料株式会社。敷地面積 4500 坪（148.9ａ）。駐車料金込みの入館料大人 1300 円。河口湖町河口

3077-20。 電話 0555（20）4111。 河口湖町観光課 0555（72）31687。

馬飼野
ま か い の

牧場 「自然と動物のふれあい」をテーマに羊、ヤギ、馬、牛、鳥、うさぎを飼育。アスレチッ

ク、ウール工房、陶芸、乳製品工房など、ものづくりが体験できる朝霧高原の観光牧場。敷地面積

20 万㎡（20ha）。東海道新幹線新富士駅より路線バスで 60 分。見延線富士駅より路線バスで 20 分

要。静岡県富士宮市内野 1327。電話 0544（54）0342。

御坂めぐり

11 月 25 日 曇り

出発時、カーナビに河口湖北東側の標高 1300m にある天下茶屋の電話番号を入力する。

天現時 I・C から首都高を経て中央道を快適にとばす。大月 JCT から富士山麓へ向かうはずだと

思っていたが、カーナビは甲府側へと案内する、天下茶屋の位置が甲府側に近いためと判断してカ

ーナビの指示する通り、一宮御坂 I・C で中央道から離れて R137 号を南下する。

御坂トンネル手前で道路工事をする人に天下茶屋への道をたずねる。作業者はトンネルを指差

す。

「御坂トンネルを抜けると、すぐに左折路にであう。そこを道なりに行くと突き当りが天下茶屋です」

途中の三ツ峠登山口（1230m）には大型観光バス２台で入山した三ツ峠山登山ツアーの一行が集

まっている。諸・諸の事情で予定より 1 時間遅く天下茶屋にたどりつく。

天下茶屋では富士山の絶景を狙うカメラマンが三脚を構える。だが、無情にも霊峰は白雲をかぶ

る。ワイフの車はユーターンして河口湖畔のゴルフ場へ走り去る。

登山身支度を整えて茶屋前の登山口から足を踏みだす。

コンクリート造りの丸太の階段をジグザグに急登する。稜線を頭上に仰ぐ。登山道は一歩踏みそこ

ねたら谷底へ墜落するほど切り立つ斜面につけられている。足元に注意しながら慎重に登り、狭い

御坂峠にでる。

「右、清八山・三ツ峠山。左、御坂山・黒岳」 の道標にしたがい、左方の屋根道を前進する。

三坂の山上はブナが冬枯れて落葉している。小峰を越えてコルに下っては登り返すの繰り返しで

一際
ひときわ

極立つ御坂山に迫る。

登りつめた御坂山山頂で、うしろから追いついた 2 人の 20 代の女性に声をかける。天下茶屋に車

を停めた彼女らはここから往路をもどるという。名残惜しいが、先を急ぐ。

登り返しはあるものの、ほとんど下る一方で広々とした旧御坂峠にであう。正面に望む富士山は 3

合目あたりまで冠雪している。悲しいかな、頂上周辺は雲のベールにつつまれて勇姿を隠す。

みさかやま

とうげごえして

古道より

河口湖畔の

やどを めざさん



四分岐から 5 分ほど緩斜を下ったあたりの山側に石仏 2 体が安置されている。この周辺は可憐な

花の自生地でもある。

やがて雑木林中の幅広いジグザグ道を連続して急降下する。厚く積った枯葉が足場を匿す。河口

湖を俯瞰しながら下りつづけ、ヒノキ、スギの植林帯、ロープが固定された崩壊地を通過する。

「峠道文化の森入口」を記す標柱をすぎるころ、道路を走る車の騒音が近づく。3m滝から流れる小

川を渡ると、数分で御坂トンネル入口に近い三ツ峠入口登山口に降りる。ここは天下茶屋へ行く際

に通った左折路入口でもある。

路端で装備をザックに収納しながら、待つうちにワイフの車がクラクションを鳴らして合図する。

今宵の宿、サンダンス・リゾート河口湖は河口湖畔の森に囲まれた4階建てのマンション風。与えら

れた客室は3階の304号。6畳の和室、15畳のリビング、バス、トイレ、キッチン、テレビ、冷蔵庫付き

の清潔な１LDK。ただし、ホテルではないので寝衣
ね ま き

は持参する。寝具も自分で敷いたり、たたんだり

するのが規則。男女別大浴場は 1 階にあるが、温泉ではない。酒類も飲みたい客が各々、持ち込

む。

11 月 26 日 曇り

ゆっくりと宿を発ち、河口湖オルゴールの森を訪れる。あまり期待はせずに入館したが、素晴しい

美術品をまのあたりにして驚く。チェコ・プラハの演奏家による弦楽四重奏まで鑑賞できて感謝感激

する。オルゴールの森は山ヤの諸兄にも是非お勧めしたい価値がある美術館です。

オルゴールの森の駐車場から御坂山塊を眺める。いがいと山が深い。三角錐の山容をした黒岳は

峰々を睥睨
へいげい

するかのごとくそびえる。右隣の御坂山もそれに負けじと鎮座する。御坂山は名山と呼

ぶにふさわしい。また一ついい山に登った。

午後は河口湖畔から朝霧高原へ移動。まかい
ν ν ν

の牧場を見学する。だが、遠出をしすぎた感がする。

おまけに最長 16k におよぶ交通渋滞にも巻き込まれたりして、げんなりする。

2010 年 11 月／単独行

≪タイム≫
11 月 25 日
恵比寿 7：00
（車。中央道藤野 S･A で 15 分休憩）
一宮御坂Ｉ･C （車） 8：50
三ツ峠登山口 （車） 9：30
天下茶屋 9：40～9：55
御坂峠 10：30～10：40
御坂山 11：45～12：00
旧御坂峠 12：30～12：45
三ツ峠入口 （車） 13：57～14：30
ｻﾝﾀﾞﾝｽ・ﾘｿﾞｰﾄ河口湖 14：50
11 月 26 日
ｻﾝﾀﾞﾝｽ・ﾘｿﾞｰﾄ河口湖（車） 10：10
河口湖オルゴールの森（車）10：30～13：05
まかいの牧場（車） 14：00～15：30
小泉Ｉ･C より西富士道経由
富士Ｉ･C 東名高速道（車） 16：05
海老名 S･A （車） 17：35～18：17
川口帰社 20：00



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

秩父夜祭と盛りだくさんのバスツアー

最近、秩父と奥武蔵の山に繁く通っている。秩父夜祭に一度は行きたいと思っていたやさき、新聞広告

でバスツアーの案内を見つけて申し込む。1 泊 2 食付。温泉泊りと土産のナメコ茸とズワイガニ、南魚沼

産の食べ放題付のツアー料金は 1 人 15000 円。どう考えても、お得なプランです。

桜山公園 11月から12月にかけて7000本の寒桜が咲く国の名勝及び天然記念物。その他にも冬は

ロウバイ、春はソメイヨシノ、夏にツツジ、秋は紅葉の名所。群馬県藤岡市中栗須 237。電話 0274（22）

1211。

秩父夜祭 京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに日本三大曳山祭に数えられる秩父の総社・秩父神

社の 300 余年の歴史を誇る例大祭。巧みの技を極めた極彩色の彫刻や金糸をあしらった後幕の刺繍な

どに彩られた笠鉾・屋台が秩父屋体囃子の調べに乗り、冬の夜空に舞う花火を背景に曳き廻される勇壮

な祭。秩父神社の女神・妙見様と武甲山の男神が年に一度の夜、御旅所で出逢うというのが夜祭由来。

秩父神社 電話 0494（22）0262。

エンゼルグランディア越後中里 中里スノーウッドスキー場前に建つ温泉付き大型リゾートホテル。新

潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽 4707。電話 025（787）2811。

塩沢宿
しおざわじゅく

南魚沼市塩沢町に新たにつくられた三国街道の観光スポット。塩沢つむぎ記念館、

鈴木牧之
す ず き ぼ く し

記念館、長恩寺などが見所。クーポン券 1 人 500 円を買うと南魚沼産コシヒカリのすくい取り、

はっか糖のつかみ取りができ、おにぎり、甘酒の試食や塩沢つむぎ記念館の入館チケットがもらえる。

塩沢商工会 電話 025（782）1206。

魚野の里 道の駅。この旅物語のセールス・ポイントが温泉とズワイガニと南魚沼産コシヒカリの食べ放

題だった。もちろんここでの食事代はツアー料金に含まれる。カニを腹一杯食べるつもりでいたが、世の

中そんなに甘くはない。山盛りのカニはどれも小さくて食べる部位がほとんどない。馬鹿馬鹿しくなって食

べ放題は途中で放棄する。南魚沼市姥島新田 699。電話 025（783）6788。



沼田・原田農園 ここではナメコの茸狩りをする。ただし、栽培をしている茸を 1 人当たり 2 株もらうだけ。

採った茸は土産に持ち帰る。

水沢観音参拝 彩色された観音像が本尊の名刹を訪れる。水沢うどんが名物。群馬県北群馬郡伊香

保町水沢。

2010年 12月 旅物語
12 月 3 日 曇時々雨

バスツアーでは過密スケジュールで観光地まわりを強いられる。今日も先ずは桜山公園で寒桜を鑑賞

する。

日没に道の駅「ちちぶ」近くの駐車場につき、22 時 30 分迄にはバスにもどるよう指示される。その間は

自由行動とあって参加者各々は秩父夜祭観光にでかける。

当日の観光客は主催者側の発表で 20 万人。狭い道路で多勢の人々が集まるものだからパニック状態

で身の危険すら覚える。

押し合い圧し合いのすえ、笠鉾屋台の

エンゼルグランディア越後中里にはツア

1141 号室に入り、部屋のバスルームの

12 月 4 日 新潟は曇天。関東は晴れ

目覚めたら 24 時入浴できる本館 2 階

〈アルカリ性低張性低温泉〉。（泉温）25.

のこわばり、うち身、くじき、慢性消化器病

無臭。肌がすべすべする湯。PH8.5。加

朝食はバイキング料理をいただく。

その日はさんざん通った山々を望みな

放題に挑む。

沼田で茸狩り、水沢観音を参拝してツ

びちび飲みながらバスにゆられる。12 月

≪
12 月 3 日
新宿駅西口
（首都高、関越道経由）
本庄、児玉Ｉ･C
桜山公園
秩父夜祭
（関越道経由）
ｴﾝｾﾞﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ越後中里
12 月 4日
ｴﾝｾﾞﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ越後中里
塩沢宿
魚野の里
沼田・原田農園
水沢観音
（関越道、三芳 S･A で
新宿駅西口
川口帰社
しわすには

まつり見たさに

ちちぶじの

神の逢うせを
曳行見物は早々に諦め、花火見物をしながら時間を費やす。

ーバス 5 台に乗ったおよそ 260 名の参加者が翌朝到着。本館

湯に浸かっただけで、早々に眠る。

。

の温泉に入る。（温泉名）中里温泉。（泉質）アルカリ性単純温泉

2℃。（効用）神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節

、痔疾、冷え性、病後回復期、健康増進。（性状）無色、澄明、

水、加温、消毒をする循環ろ過式。

がら塩沢宿を観光後、魚野の里でズワイガニとコシヒカリの食べ

アーは終了する。帰路はホテルの売店で求めた清酒八海山をち

5 日 脱稿。

タイム≫

11：30

13：40
14：30～15：20
16：40～22：30

1：25

10：25
11：00～12：00
12：20～13：30
14：10～14：50
15：35～16：05

15 分休憩）
19：00
20：15

参加者 石井夫婦

いわい夜ふかし
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