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美しいニッポン
クロモリピンペグ３種 売れ筋商品紹介

○ 硬い地面でも使用できるクロモリ鋼ピンペグは世界唯一。

細身であっても強度が保て軽量化可能。１０枚重ねても３５mm の厚さ。

○ 引っ掛け式で扱いやすい。風にテントがあおられてもロープがはずれない「あごつき」仕様。

ロープが傷まぬよう成形加工済み。１０mm 径のロープが使える。

○ 加工困難なクロモリ鋼製の割に安価。

クロモリピンペグＭ (C4)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：150 ㎜ 重量：30ｇ 税込価格：￥346

クロモリピンペグＬ (C5)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：180 ㎜ 重量：40ｇ 税込価格：￥420

クロモリピンペグＬＬ (C6)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：300 ㎜ 重量：80ｇ 税込価格：￥693

〇クロモリピンペグの取扱店が増えています。まだ取扱ってないお店もご注文ください。

きっと定番になる商品です。

クロモリピンペグＬ、LL を 10 本以上お買い上げのお店にはナイロン袋 100×300 ㎜を

1 ケ無料で差し上げます。在庫数２５０枚限定。

ペグ袋サービス キャンペーン



まじめなニッポン
6 ㎜Φロープが使える ランナー3種

アルミランナー (C1) 10 個入
アルミ製 カラー：シルバー 重量：1.5ｇ
穴径：7 ㎜φ ロープ有効径：3 ㎜Φ～6 ㎜Φ
税込価格：￥６４０

スーパーランナー (C2) 10 個入
ジュラルミン(A5052)製 カラー：シルバー
重量：3ｇ 穴径：7 ㎜φ
ロープ有効径：3 ㎜Φ～6 ㎜Φ ロック可能
税込価格：￥８０８

スーパーランナーＬ (C3) 2 個入
ジュラルミン(A5052)製 カラー：シルバー
重量：15ｇ 穴径：10 ㎜φ
ロープ有効径：6 ㎜Φ～9㎜Φ ロック可能
税込価格：￥４６２

※取扱方法はパッケージに印刷してあります。

こんな便利なランナーは他にありません。ユーザーが喜ぶキャンプの必需品です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

向日葵日誌

７月に満開になったビッグヒマワリとこれから咲こうとしたミニヒマワリが８月上旬のゲリラ豪

雨に襲われて、ほとんど全滅してしまいました。

数本残ったビッグヒマワリも枯れ始めました。

綺麗な花ほどはかないものです。

みなさん強く生きましょう。

2011 年の向日葵日誌は終了させていただきます。



スノーシューズレベルアップのお知らせ

〇2011 年 2 月号（通巻 317 号）でお知らせしました通り、爪を固定するリベットはアルミ製を廃止。

鉄製（ＳＷＣＨ）ＪＩＳトラスト中空 4×27 3 価クロメートに変更しました。

2010 年 12 月生産分より。Ｍ、Ｌは世界一、耐久性の強い雪上歩行器です。

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 （2011 年 2月号より転載）

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したが、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トラスト中空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 ――

（ＳＮ3） スノーシューズＭ 従来品７３５ｇ 最新型７３０ｇ 税込価格/\１０,１６４

（ＳＮ４） スノーシューズＬ 〃 ７４５ｇ 〃 ７５０ｇ 税込価格/\１０,５１０

〇今季の生産予定数は、Ｍ１３００台 、
Ｌ１７００台。降雪次第で増産します。

SN3,SN4



やまのかたりべ

第 12 章 箱根 明星
みょうじょう

ガ岳

神奈川県南西部、箱根火山群箱根外輪山の草山。標高９２４ｍ。箱根外輪山はぐるりと１０００m 以

上の山が連なる。この明星ガ岳を最後に９００m 級に変わる。とはいえ小田原の町から最も近いので、

一際高く望める。

宵の明星がこの山の上に輝くのが山名由来。別名向山ともいう。山頂は広々として展望に恵まれる。

山頂の南直下には京都の五山にならって大の文字を焼く大文字の送り火が毎年お盆の８月１６日

夜に行われる。

そして強羅へ

今年はまだワイフと旅をしていない。二人で箱根に行ったことがないので誘うと、強羅温泉に宿を

とってくれる。

「ただし、山には付き合いません。営業の松田次郎君を同行して強羅近くの山を登ってはいかが」

箱根の山には近ごろ疎遠になっている。

松田が集めてくれた資料の中から、明星ガ岳を選ぶ。

8 月 7 日 真夏日

恵比寿駅で松田を拾った車は首都高・東名道をひた走る。海老名Ｓ・A でトイレ休憩をとったあとも

箱根目指して突っ走る。

小涌谷を通過する頃、11 時ジャスト。車の渋滞はほとんどない。ホテルのチェックインタイムには早

過ぎる時間とあって通りがかった蕎麦屋に立ち寄り、箱根名物の蕎麦に舌づつみをうつ。

強羅の車道は狭いし坂だらけ。おまけに入り組んで判りにくい。それでもカーナビは迷わずに目

的地へと誘ってくれる。ホテルマンも早く到着した我ら３人をにこやかに客室へ案内してくれる。

宿坊 翠林荘
すいりんそう

鉄筋３階建。収容 50 人。宿坊は寺院に参詣した人の宿泊する寺詣・宿院の意。帰

社後、箱根神社との関係をたずねるも、そうではない。宿館の異称の意と教えられる。神奈川県足

柄下郡箱根町強羅 1320-485。 電話 0460（82）4545。 夕食はすき焼と天ぷ羅。朝食の焼魚付きの

和食もおいしくいただく。２４時間入浴できる温泉は（温泉名）大涌谷源泉掛け流し白濁温泉。（泉

質）酸性〈カルシウム・マグネシウム硫酸含食塩石膏泉〉。（泉温）59.2℃。（効用）関節痛、冷え性、

婦人病、その他。（性状）にごり湯、ＰＨ22。

加温、消毒せず。（特長）箱根の山々をパノラ

マのように一望できる絶好のロケーションにあ

る。

宿坊より

ながめる峰は

明星の

空にしるさん

大のもんよう

私たちの客室からも明星ガ岳の大文字が一望できる。明星ガ岳が夕暮にまぎれる。



明星ガ岳で悪夢を見た ――熱中症体験記――

8 月 8 日 猛暑日

３人とも朝風呂に入り、それほど急ぎはせずに出発準備をすませる。塔ノ峰側の明星ガ岳

登山口と下山側の宮城野橋には松田がカーナビをセットする。石井と松田が登山中、正子は

箱根観光をする予定だ。天候もよし。もはや何の問題もなかった。

「さあ・・・行こう」

登山口に向かう途中では下山口の宮城野橋を通り、待ち合せ場所に適しているか確認する。

20 分以上の走行で明星ガ岳登山口に到着する。登山口標識と車一台分の駐車スペースはある

ものの、バスは通っていない。タクシーを利用するか、マイカーなしでは入山が難しいコー

スになろう。

正子に見送られて登山口山側の石段を登る。緩斜の登山道は送電線鉄塔を過ぎると直線的

な急坂に変わり、つぎに稜上の広場を経て小峰を越える。

ふたたびヒノ木林を直上する。滑りやすい赤土の急坂が延々とつづき、脚が何度かつるが

我慢して登る。

ササの群生帯では日陰になる樹林がない。炎天に曝され、熱風が肌を焼き、吹き出す汗が

たちまち乾く。飲料水をいくら飲んでも咽が渇く。

ヤマユリがところどころに咲く長い平坦路の先には「山頂へ 30 分、下り 70 分で登山口」

の標識が立っている。胸突き八丁はヤブをかき分け、喘ぎ登る。猛烈に暑い。

予定よりかなり遅れて石仏、鳥居、小祠が並ぶ明星ガ岳山頂にたどり着く。だが、山頂展

望を楽しむどころではない。すごく疲れた。少しでも疲れを癒して下山に備える。

山頂を背に西側の頂稜を 20 分進んだ宮城野分岐から急斜のジグザグ路に入る。下り疲れた

時にはザックを降ろして休憩する。熱風に体力が奪われる。何度目かの休憩時に意識がもう

ろうとしはじめる。異変に気づいた松田が私を背負って下山しようとする。滑りやすい急坂

では他人を背負って下れるはずがない。

「休んだら大丈夫。無理だよ。やめときなさい」

記憶はこの辺りで跡絶える。明星ガ岳で悪夢を

見た。

灼熱の

陽光あびた

箱根山

熱中症で

意識うしない

救急車に担架で運ばれる最中に意識をとりもどし、事情を察する。救急隊員に事情を説明

する正子と松田の声が、時折聞こえる。



タイム
8 月 7 日

恵比寿駅東口広場 8：50

東名 海老名Ｓ･A 10：00～10：20

小涌谷 蕎麦屋「金春」 11：00～12：00

強羅温泉 宿坊 翠林荘 12：30

8 月 8 日

宿坊 翠林荘 9：00

明星ガ岳登山口 9：25～9：40

鉄塔下 9：50

稜上の広場 10：05～10：15

小峰 10：34

山頂 12：20～13：00

宮城野分岐下山口 13：20

救急車に担ぎ込まれる 15：50 頃

フランシスコ修道会裏

正子の車と合流 16：05

小田原 西湘病院 16：40

（そのまま入院）

8 月 8 日～11 日 入院

8 月 11 日

川口帰社 20：00

パーティ 石井、松田

明星ガ岳山麓から生まれて初めて救急車で搬送される。病院は西湘病院 小田原市扇町

1-16-35。 電話 0465（35）5773。病名は熱中症。体温 39.9℃。救急隊員は多分、点滴され

たら今日中にも帰宅できると云ってくれたが、そのまま病室に運ばれ、入院させられる。子

供の頃から好きな山歩きをしていたおかげで、病気とは無縁の人生をすごしてきた。入院の

経験などない。その夜は急登と急下降が原因の筋肉痛にも悩まされながら、点滴注射をされ

て熟睡する。

8 月 9 日～10 日

体温は平熱にもどる。慣れない入院生活にひたすら耐えて素直な患者を装う。身のまわり

の世話は若い看護士がやってくれる。一日一度の精密検査と点滴漬けの他にはテレビを観て、

ぼけっとしているだけ。床ずれもできた。まるで病人扱いをされる。

三度だされる病院食がとにかく不味い。タバコは吸えない。酒も飲めない三重苦に我慢が

限界に達する。

こんな生活、耐えられない。

明日はなにがなんでも家に帰ろう。

8 月 11 日

治療らしきものは点滴しかされていない。点滴だったら、会社付近でもできる。担当の医

師が休みとあって退院許可はとれなかったが、朝食後、退院準備を始める。

理由を説明されずに退院させまいとする屈強な男性職員に阻まれる。

ビタミン剤と称する訳の判らぬ注射を打たれて昏睡させられたりしたが、なりふりかまわ

ず病院を脱出する。タクシーを呼び、小田原駅経由で家路に着く。

面倒を見てくれた医師、看護士に感謝。とくに世話になった救急隊員には心からお礼もう

しあげたい。君たちの働きは立派で感動に値する。

（救急車）箱根町消防署 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 467-1。 電話 046（082）4511

8 月 15 日 脱稿





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。税込価格/￥4,620

クロ
サ
重

東日本大震災復興キャンペーン

大震災は登山業界にもマイナス影響を与えています。不況の嵐に負けないために

下記商品を特別価格（掛率４０％）にて出荷します。

〇限定数がなくなりしだい終了します。

〇ご注文の際 セール分 と明記ください。

〇ユーザー対象外。

チタン５Ｐset(ST28)
チタン製。重量/155g。塗装なし。

税込価格/￥6,090

限定数 16 ケ

限定数 80 ケ

限定数 60 ケ
クロモリ６Ｐｓｅｔ（ＳＴ７）
モリ鋼製/黒色電着塗装。

イズ/165㎜×83㎜。爪高31㎜。
量/380g。フリーサイズ。
税込価格/￥8,662


