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は宝登山の蝋

原材料費の

一部商品を
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今年は降雪
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012 新カタログ発行のお知らせ

４月１日付で新カタログを発行します。

グは月刊「エキスパートコレクショ

カタログです。世界中の人々がどなた

ードできます。

は４月１日からの出荷時に各お得意様

部づつ同送させていただきます。表紙

梅が飾ります。ご配慮くださいませ。

価格変更のお知らせ

高騰のため、平成２３年４月１日より

各々１割値上げさせて頂きます。

す。新価格は次頁をご覧下さい。

スノーシューズ増産のお知らせ

量が多い影響でスノーシューズが品薄です。２月にＬサイズを２４０台追加生産し

れでも不足気味です、

はＭサイズ３００台、Ｌサイズ３００台を再追加生産します。品切れにならぬよう

その際は注文順に発送します。Ｓサイズの在庫は十分あります。

リトルベア卍シリーズレディスサイズ廃版のお知らせ

レディスは廃版にしました。

方々にはクロモリ６Ｐset をお勧めします。クロモリ６Ｐset はお子様から大人のま

に装着できるフリーサイズの軽アイゼンです。

は固定バンドで行えます。



価格変更商品リスト

品番 商品名 旧税込価格 新税込価格

C1 アルミランナー(10 個入) 578 640

C2 スーパーランナー(10 個入) 735 808

C3 スーパーランナーＬ(2 個入) 420 462

C4 クロモリピンペグＭ 315 346

C5 クロモリピンペグＬ 378 420

C6 クロモリピンペグＬＬ 630 693

C10 クロスペグ 683 750

C16 ミニベル 1,050 1,155

C17 プチベル 1,680 1,848

C11 ０'(ゼロ)ベル 1,890 2,079

C18 ビッグベル 2,940 3,234

S12 ステッキ＆ストック用ラッセルリング 2,940 3,234

S13 エイリアン＃４ (エイリアンフォー） 2,499 2,740

P5 ピッケル用ラッセルリング 3,990 4,389

SN15 スノーシューズＳ 7,350 8,085

SN3 スノーシューズＭ 9,240 10,164

SN4 スノーシューズＬ 9,555 10,510

SN7 ネイルパック 1,050 1,155

SN8 エキスパート型固定バンド 3,150 3,465

ST4 クロモリ４Ｐset 2,772 3,045

ST5 クロモリ５Ｐset 4,200 4,620

ST28 チタン５Ｐset 5,544 6,090

ST7 クロモリ６Ｐset 7,875 8,662

ST11 クロモリ８Ｐ卍 set 17,850 19,635

ST12 クロモリ１０Ｐ卍 set 18,900 20,790

ST13 クロモリ１２Ｐ卍 set 19,950 21,945

ST14 クロモリ１４Ｐ卍 set 21,000 23,100

CL12 スノーバーＭ 3,150 3,465

CL13 スノーバーＬ 3,780 4,158

CL14 アブミプレート 630 693

CL15 ワイヤー梯子５Ｍ 68,250 75,075

CL16 ワイヤー梯子１０Ｍ 89,250 98,175

CL17 ピンチクリアー 126,000 138,600

インターネット英語版の開設のお知らせ

平成２３年３月上旬海外に向けて発信されます。Made in Japan の登山用品が外国でどのような

評価をされるのか期待を込めてのインターネットの英語版です。結果が良ければ、他メーカーに

も勧める所存です。乞うご期待。



クロモリ５Ｐset(ST5)
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。
サイズ/50mm×70 ㎜。爪高 31 ㎜。重量/185g。
その他の仕様４Ｐと同じ。税込価格/￥4,620

好きですニッポン

軽アイゼン４Ｐ～５Ｐ紹介

クロモリ４Ｐは爪高１５㎜の滑り止めです。クロモリ５Ｐは爪高３０㎜の簡易アイゼンです。どちらも土踏ま

ずが装着位置です。

○ 最大のセ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

クロモリ鋼製。焼入れ塗装も先端技術で処理した自慢の商品です。

○ ベルト通し用の左、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

グがない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

危惧する声もありますが、トラブルはありません。

○ 爪が多い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

です。

ユーザーの安全登山のために開発された４Ｐ、５Ｐです。すべてのハイカーの安全登山のお役に立つ

のが、エキスパートの願いです。

小、中

クロモ

４Ｐ～

現状で

サラリ

この募

条件

○ 山

○ 大

○ 住

に

クロモリ４Ｐset(ST4)
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。
サイズ/43 ㎜×70 ㎜。爪高 15 ㎜。重量/135g。
税込価格/￥2,772
チタン５Ｐset(ST28)
チタン製。固定バンド式。重量/155g。
その他の仕様５Ｐと同じ。
限定数６０ケ限り。

特別価格/￥4,410

学生を同行する方々にとってクロモリ４Ｐ、クロモリ５Ｐは人気商品です。

リ５Ｐ卍は本年２月で終了いたしました。アイテムが多すぎるとのご批判もあります。

６Ｐは固定バンド式、６Ｐ以上のアイゼンについては卍式をお勧めする方針です。

は商品生産が跡絶えます

ーマンには技術の継承は

集はインターネットで日

が何より好きな３０才未満

学工学部卒業者で、我社の

居は我社が提供。初任給１

ならないと判断した際は解
。我社近くに住み通勤可能な社員を育てようとしましたが、

できません。

本中に発信します。

の健康な若者に限る。

商品生産を継続する努力ができる日本人。基礎学問を有す。

０万円。各保険完備。たよれるほどに昇給もあります。使い者

雇します。

物造り名人の後継者 育成



発明の四方山話
よ も や ま ば な し

アイゼンの特許申請をするころ、平成２２年度川口新製品等開発振興推奨制度があることを埼

玉県川口市の広報で知りました。

その内容は「多くの人たちの役立つ新製品の発明特許には国から７０万円を上限とする助成金

が与えられる。」という通達です。

現在まで数えきれない件数の特許申請をしてきましたが、奨励金がもらえるなんて話しは初耳

です。駄目元と思って弁理士と相談したあとは、この件に関して忘れていました。特許申請に要

する経費の一部でももらえればいいか。

その後、川口市よりアイゼンの発明について第 1 次審査が通った。つぎに第２次審査が通った

との通知をもらいました。さらに今年１月には奨励対象候補として川口市の審査会に出席して提

案内容の説明をするよう依頼されました。そして１週間後に電話連絡により合格の内示をもらい

ました。

「あんたの発明はすばらしい。４０万円を支給します。」

「ありがとうございます」

「つきましては授賞式に出席して下さい」

「はい。万難を排して 必ずや」

我社のアイゼン発明が世のため、人のために役立ちますよう願っています。ところで冬の季

節はスノーシューズ生産に追われ、アイゼンどころではありません。ああ忙しい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ

第 6 章 官
かん

ノ倉山
の く ら や ま

と石尊山
せ き そ ん さ ん

官ノ倉山 埼玉県東松山市西方、東上線小川町駅の西側に位置する比企丘陵の山。標高３４４.

７m。古くは神ノ倉とも呼ばれ、地元の人に信仰の山として崇拝された。

石尊山 官ノ倉山東隣の山。標高３４４.２m。

麓からは官ノ倉山と石尊山がラクダのコブのように見える。石尊山山頂から北西側は岩稜をクサリ

伝いに下る。

三光神社 比企郡小川町木部
き べ

の官ノ倉山登山口手前に鎌倉時代に創建された。三光とは。日、

月、星をしめす。斜めになった境内の大杉を切ろうとしたところ、突然起き上がったという伝説がある。

今もそのときの傷が残っている。

北向不動と三十六童子 比企郡小川町大字笠原（官倉林道終点）。「北向不動は笠原の麓を見

下ろすように北向きに建っている。祀られている不動明王は五大明王の一つで密教の中心的仏像

であり、大日如来が悪魔を降伏させるために化身したものである。とくに修験道の本尊として山伏とと

もに広まり、庶民の信仰の中に浸透した。また三十六童子については次のような伝説が残っている。

昔、笠原の里は水利も悪く不自由な土地であった。土地の庄屋は里人からの年貢を取り立てず、庄

屋不動様の山の財産で立て替えていた。ところが、とうとう年貢が納められなくなり、村から逃げ出そ

うとした時、何か記念を残したいと思い、居住していた三十六戸の戸数を童子にみたて三十六童子

を建立したそうである。不動様、三十六童子、雨乞いが行われたといわれる不動の滝などがあるこの

地は里人にとって信仰のよりどころであったことがうかがえる。昭和５９年３月記。」（北向不動前に掲

げられた説明文よりほとんど転載）



しばれる山

2011 年 1 月 16 日 晴れ

早朝、都心でも雪が舞う。自宅付近から恵比寿駅まで送ってくれたタクシードライバーが笑顔で話

しかける。

「こんな寒い日に山に登るん」

「はい。お馬鹿なもんで」

池袋駅で東武東上線に乗り換えて小川町駅のつぎの東武竹沢駅で下車する。この駅のプラットホ

ームには金勝山
きんしょうざん

の案内柱が立つ（金勝山、標高２６４m へは東武竹沢駅手前の道を北東に向かう）

官ノ倉山へは改札口右手の地下道をくぐり、駅西口にでて南へ進む。八高線の踏切を渡り、Ｒ245

を横断して「外秩父七峰縦走ハイキングコースをたどる。分岐には官ノ倉山への案内が標示してある。

擦れ違う人には挨拶を交わしながら道を尋ねる。

真新しいトイレ前を通過すると、すぐに三光神社にでて神社前を左折、木部川左岸沿いの砂利道

を前進して凍結した天王沼のほとりにつく。

沼から登山道を登る。急斜面のジグザグ路に入ったあたりで、プチドラ、スパッツを装着、ベルをザ

ックにつける。

広々とした官ノ倉峠で直進する安戸への分岐を見送る。官ノ倉山へは左折する。なだらかな斜面

を進み、短い岩場を越えて、360 度見渡される官ノ倉山山頂に達する。

ひきのやま

むつきになれば

冬きたり

かみのやまさえ

しばれ ふるえん

あとからついたパーティはあまりの寒さに山頂を踏んだだけで小川町側へ立ち去る。セルフタイマ

ーで記念撮影のポーヅを決めた単独行も長居はできずに山頂を背にする。

コルへ下った三分岐で官ノ倉山をからむ外秩父七峰縦走ハイキングコースを右に分けて稜を登り

返す。そこからは外秩父七峰縦走ハイキングコースを逆に歩く。

小峰を越えたつぎに見晴しが良い石尊山にあう。ここでも寒さをこらえて山頂標識と石の小社を背

景にシャッターを押す。

石尊山からは長いクサリ場をゆっくりと下る。稜線から離れて右の植林帯を下るにつれて幅の広い

整備された道に変わり、やがて北向不動にであう。ザックを降ろし、しばしベンチに憩う。

官倉林道を道なりに下って新しいトイレ前で装備を解く。ここからは舗装路を歩きＲ254への最短路

をとる。Ｒ254 を左折、一つ目の信号が往路に横断した交差点。ここを右折すると東武竹沢駅西口は

真近い。

改札口を通る間もなく登り電車が到着する。急いで階段を駆け登り発車間際の電車に飛び乗り、

思わず呟く。

「滑り込みセーフ」



吉野町 百穴
ひゃくけつ

温泉 春菜は濡場

東松山駅で下車、駅前のタクシー乗り場で客町のタクシーに乗る。５分で百穴温泉の玄関前につ

く。車利用では関越自動車道 東松山IC下車後、東松山市内から吉見百穴方面に30分ほど走行。

駐車場はほぼ満車の賑わい。

埼玉県比企郡吉見町北吉見 3313 の 7。電話 0493（54）1888。近年各地で新しい温泉が掘削され

るまで、埼玉県内唯一の温泉。古代墳墓として有名な吉野百穴が近い。旅館を本業とする日帰り温

泉施設。

（温泉名）百穴温泉。（泉質）メタホウ酸泉。（泉温）9.1℃。（効用）美容、眼病、神経痛、リウマチ、

胃病、関節炎等。（性状）薄白色、微濁。ＰＨ5.２。その他のデータ不明。男湯は混浴、女性専用内

湯あり。

インターネットには入浴料大人１０５０円と記してあるが、おかみらしき女性にたしか１３８０円を要求

される。だが、領収書はもらえない。パンフレットはモノクロのコピーしかないらしい。温泉さえよけれ

ば、いいさと気を取り直して湯殿へ向かう。

建物だけではなく、脱衣所も汚い。ロッカーがないので籠に衣類を納めて浴室に入った感想は「混

んでるじゃん」つぎに「なにか、おかしい」

洗い場で身体を洗っている人がいない。入浴客のほとんどが異様な顔つきで同じ方向を凝視して

いる。彼等の視線の先には、あらーら、うら若い女性が 2 人してタオルを巻かずしてすっぽんぽんで

湯に入っている。

ともあれ、入浴するが、やたらと微温い。洗い場のシャワーは壊れているし、ボディソープがない。う

す汚れたボトルに入ったシャンプー。鏡も壁も天井も、ひどいもんだ。

ふと女性が入っていた方を見てびっくりする。一人の女性が男に抱かれてディープキッスの真っ最

中。こんな温泉見たことない。入浴料が割高なのは異様な濡場の見物料金が含まれているためであ

ろうか。帰りのタクシーを待ちながら、玄関をでる。夫婦連れに話しかける。

「女性専用のお風呂もあるんですよね」

「もちろんです。女風呂からは自由に男風呂に出入りできますけどね」

まれに女風呂に入る不心得者がいるとか、いないとか。

2011 年 1 月／単独行

≪タイム≫
恵比寿駅 ７:０８
池袋駅 ７:２５～７:３９
（東武東上線小川町駅経由）
東武竹沢駅 ８:５８～９:０５
（外秩父七峰ハイキングコース）
三光神社 ９:３３
天王池 ９:３８
官ノ倉峠 １０:２５～１０:３５
官ノ倉山 １０:４５～１１:００
コル三分岐 １１:０５
石尊山 １１:１５～１１:２０
長いクサリ場下 １１:２８
北向不動 １１:４５～１２:００
公衆トイレ １２:１０～１２:２０
Ｒ２５４左折 １２:３５
東武竹沢駅 １２:５０
（小川町駅経由）
東松山駅（タクシー） １３:１３～１３:１７
百穴温泉（タクシー） １３:２２～１４:１８
東松山駅 １４:２２～１４:３６
（東武東上線、ＪＲ経由）
川口駅 １５:５０～１６:３３
帰社 １６:５３





ＰＥＡＫＳ誌 ２月号に掲載された我社商品


