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I love mauntain
商品説明は山の知識がある人々を対象にしていたため、用途、使用方法についての

省略していました。

ットが普及しつつある最近では誰もが理解できるようにすべきと内容を改めます。

グのプチドラシリーズ、ベルシリーズなどはその一例です。まったく山登りの経験がな

も分かりやすい文章に変えたつもりです。不備な箇所はまだ、まだありましょう。見つ

の都度改正させていただきます。

ジ、カタログ、月刊エキスパートコレクションは本年１月より一般ユーザーでもダウン

ーネットなどで、ホスト、コンピューターに蓄積されたプログラムやデータを端末に転送

るようになりました。お客様各位もご利用ください。

レッドバッド(SN11)

細いシャフトのピッケルにもセットできるマイナーチェンジ

ケルのシャフトが細身になりました。

固定できないとの要請に応えてシ

ネジで固定する金具）をマイナー

た。

具合で、従来のピッケルも細身のピ

できます。

１９日以降の注文品にはマイナーチ

ドバッドを出荷します。価格は変え

http://www.exp-japan.jp e-mail: exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp
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機能美追求
ドバット (SN11)

ュラルミン製 カラー：ピンク

イズ：222 ㎜×258 ㎜ 重量：365ｇ

込価格：￥5,460



プレートは寒さと衝撃に強い酢酸ビニール製。ザラザラした面

を雪面側にしてマジックなどで形を書き、ハサミで切って外型

を作る事ができます。アイゼン歩行でスノープレートがはずれに

くい位置にアルミクリップをつけてください。クリップのカシメ

穴はキリでもあけられます。

赤色 1.5ｍｍ厚、酢酸ビニール 80 ㎜×120 ㎜２枚と、80 ㎜×80

㎜２枚。アルミクリップとカシメ２２ケ入り。

重量／90ｇ 税込価格：￥2,940

楽しいニッポン
ステッキ＆ストック用ラッセルリング（Ｓ１２）

○ ワカン歩行の必携品。競合品は他にありません。
○ ラッセルリングをつけるとストック、ステッキが雪にも

ぐらず、快適なラッセルができます。
○ カメラの三脚にも役立ちます。ピッケル用ラッセルリン

グと取付け部以外は同仕様。

正義のニッポン
ピッケル用ラッセルリング（Ｐ５）

○ ラッセル時にピッケルが雪にもぐらない深雪対策用
○ 細身のシャフトにはゴムを巻くと固定ができます。

たくみなニッポン
スノープレートキット（ＳＴ２２）

スノープレートはアイゼンの雪付着防止樹脂板です。スノープレートをつけるとアイゼンの底に、
ダンゴ状の雪がつきません。スノープレートキットはスノープレートが入手できないアイゼン用のキッ
トです。

賢いニッポン
スノープレート（ＳＴ１９、２０、２１）

○ エキスパート製アイゼンの雪っ付着防止樹脂板。寒さに強
いポリプロピレン製。

○ アイゼン底にあわせてアルミクリップを折り曲げて取り付
け、ペンチなどで押さえつけて固定してください。

アルミと超高分子量ポリエチレン製
カラー：シルバー

直径：138 ㎜ 重量：75ｇ
税込価格：￥2,940

アルミと超高分子量ポリエチレン製
カラー：シルバー

直径：138 ㎜ 重量：90ｇ
税込価格：￥3,990

４Ｐ～５Ｐ用 （ST19） 税込価格：￥1,008

６Ｐ・リトルベア用（ST20） 税込価格：￥2,016

８Ｐ～１４Ｐ用 (ST21) 税込価格：￥2,520
8P～１４P用スノープレート

細いシャフトには

輪ゴムを巻くと固

定できます。



スノーシューズ・レポート

Ｓ、Ｍ、Ｌのサイズについて
サイズは大きいほど、雪に対する浮力が増します。ただし、携行時にはかさ張ります。またＬ
サイズは氷と雪のミックス帯で行動する際、出歯型アイゼンと兼用して装着できる目的で
開発した商品です。出歯型以外のアイゼンをつける折には、Ｓ、Ｍサイズで充分装着可能で
す。もっともよく売れるのはＬサイズです。

平成２２年２月９
取扱説明書をつけ

ネイルパック（Ｓ
文も紹介させてい
SN3,SN4SN15

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

クロモリ４Ｐ＆５Ｐの取扱説明書を改めました。

日以降の商品には、すべて新
て出荷しています。
Ｎ７）パッケージにつける説明
ただきます。



続々 徒然の山

第九四章 谷川連峰・白毛門
し ら が も ん

１９７１年発行の山と渓谷社版『世界山岳百科事典』には白ガ門山
し ら が も ん や ま

で記述されている。

群馬県北部、西に湯檜曽川
ゆ び そ が わ

をはさんで、谷川岳と対する山。標高１７２０㍍。北に笠ガ岳、朝日岳

の山稜が連なる。冬期に八合目付近に並立するジジ岩、ババ岩が、あたかも門のように見えるの

が山名由来。谷川岳東面の眺望は絶景が得られる。無雪期には土合駅より登り約３時間で山頂に

達する。

深雪のフィールドテスト

弊社を物造りのメーカーと認知してくれるお得意先のアドバイスをいただき、感謝している。お店

からの助言のおかげで、アイテムも増え、商品の完成度が高まった。スノーシューズの後ろ側を前

同様に反らすと、急斜面の下降がスムースになると知らされた件は本誌先月号で紹介した通り。

その他にも、別のお客様からスノーシューズのバンドが擦り切れなくする工夫やアイゼンの爪の

角度について斬新な企画を提供されている。

これら３件について、昨年末から設計、試作品造りに取り組み、フィールドテストをするべき段階

にこぎつける。

パートナーに古くからの岳友で我社のホームページ立ち上げに尽力してくれた北澤に頼むと、

快諾してくれる。

「いいですよ。１月３０、３１日に谷川岳に行きましょう。」

今回用意した試作品

スノーシューズＳ、Ｍ、Ｌ。リトルベアー卍、クロモリ８Ｐ卍、クロモリ１０Ｐ卍、いずれも左足側は従来

品をつけ、右足側には試作品を装着して、効果が判断しやすくする。機種が多いので、ある程度

使用した時点で付け替える。スノーシューズ用バンドパッキング（Nail Packing〈爪の保護材〉の略

称で商品名をネイルパックと称す。）はＳ、Ｍ、Ｌのすべての試作品にセットする。

フィールドテストで使う、スノーシューズとアイゼン各３台は数日前に宅配便で北澤宅へ送る。愛

車で旅をするのを習慣とする彼とは現地集合の計画をたてる。送った装備はもちろん彼の車で運

んでもらう。

１月３０日 快晴

ネイルパックは専門外の合成樹脂製と合って材料選びに思わぬ苦労をする。接着性、耐久性、

耐寒性などのハードルが高すぎる。出発する前日にとりあえず造った試作品をザックに入れる。今

夜泊まる宿に着いたら、スノーシューズに組み込むつもりだ。

上越線水上駅着１５時４２分。合流後、彼の車に同乗して水上駅から７分離れた谷川温泉に到着。

「旅館たにがわ」にチェックインする。群馬県利根郡みなかみ町谷川５２４の１．電話 ０２７８（７２）２

４６８．

チェックイン時にだされるアロエ餅と昆布茶やひのき升入りの地酒又はアイスクリームのサービス

と足湯が好評の和風旅館。

谷川岳にもっとも近く、江戸時代に湧き出てから数百年間こんこんと湧きつづける温泉。薬湯とし

ても人気がある。客室は内風呂つき、露天風呂つきの客室や貸切露天風呂も備える２４時間入浴

できる男女別大浴場は露天風呂を隣接する。（温泉名）谷川温泉。（泉質）アルカリ単純泉〈低張

性弱アルカリ性泉〉。（泉温）４３℃。（効用）神経痛、婦人病。（性状）無色透明、無臭。ＰＨ８.４．加



温するが加水はしない循環式。飲用不可。

フィールドテストの打合せとネイルパックをスノーシューズにセットしたなら、乾杯しよう。

豪勢な料理をいただいて、気のおけない友と語らい、美酒に酔い、大浴場にも３度かよって、熟

睡する。

１月３１日 快晴

谷川温泉を車で出発、Ｒ２９１を北上して上越線土合駅の駅前広場に駐車して装備を整える。午

前中にはフィールドテストを終了する予定である。しかも、無風の好天とあって余分な防寒具など

は車に残し、身軽にする。

駅の右手に雪化粧した白毛門を望む。Ｒ２９１にもどり、右方向に進み、踏切を渡る。湯檜曽川
ゆ び そ が わ

に

かかる土合橋手前で右側の雪が積もる路肩に上がる。この辺りは広い駐車場があるはずだが、ど

こも雪に埋まって雪原が広がる。

雪原に白毛門へたどるトレールを追って北上すると、東黒沢にかかる鉄パイプ橋にであう。

沢近くでアイゼンをつけ、ついでにスノーシューズを装着するが、１㍍以上の雪が積もる狭い橋

の通過は嫌らしい。おまけに対岸に渡ると、雪壁状で出歯型アイゼンなしでは越えるに苦労する。

その上部で急斜面を登る。

適当なとこでスノーシューズ、アイゼンの機種を付け替える。しばらくはブナ林を急登する。ヒノキ

のウロをすぎた広場でタイムリミットを迎え、登ったルートを引き返す。

ゆきふかし

ゆびそのやまの

冬けしき

ブナのはやしも

いてつき ふるえ

フィールドテストの成果は上出来。将来の商品開発に役立とう。Ｒ２９１であいで装備を解いて土

合駅に向かう。

車にもどって冬山装備をダンボール箱に押し込み、営業用の旅装に着替える。水上駅で北澤と

別れて新潟行きの上越線に乗り込む。

今夜は新潟駅前のホテル泊まり。

私の旅はまだつづいている。



大相撲四方山

よ も や ま

話

２月１日 曇り後雨

旅先の太田からの帰路、タクシードライバーから大相撲の新理事に貴乃花親方が選出されたニ

ュースを教えられる。相撲協会の改革をこころざす貴乃花親方に反対する親方が圧倒的に多く、

落選を予想されていただけに、耳をうたがう。

ドライバーは相撲ファンらしく横綱朝青龍の傍若無人な振る舞いもこき下ろす。

「相撲は日本の国技です。勝てば何でもありという朝青龍のどこに横綱の品格がありますか。レス

リングと勘違いしている。」

「そうですね。やんちゃがすぎる。高砂親方の教育にも問題があるんじゃない。」

相撲談義に盛り上がる。目的地につくころは高砂親方と横綱朝青龍の日本相撲協会から解雇す

べきとの言いたい放題の結論に達する。

「いい旅でありますように」

「ドライバーさんも頑張ってください。」

２月４日 横綱朝青龍の引退会見する報道が流れる。

あれえ・ ・ ・ みんな見てごらん。

土俵の鬼が泣いている。

２月７日 脱稿

かぎりなく黒に近い灰色ってどんな色

それは誰もが分かるうさん臭い色です。近ごろは顔つきまで、うさん臭くなりました。

日本の恥です。みっともない。いさぎよく引退しなさい。

タイム

1月３０日

川口駅発 １３：２０

水上駅着 １５：４２

（車）

谷川温泉

旅館たにがわ １５：５５

１月３１日

旅館たにがわ ８：３０

（車）

土合駅 ８：５０～９：０５

フィールドテスト開始 ９：３５

終了 １１：００

土合駅 １２：１０～１２：３０

（車）

水上駅 １２：４５～１３：４２

上越線越後湯沢駅から新幹線乗り継ぎ

新潟駅 １５：１５

２月１日

新潟駅発１０：１０（とき３２０）に乗り、

長岡駅、高崎駅、熊谷駅経由川口帰社 １８：３０





ネイルパック最終フィールドテスト報告

弊社は金属の専門メーカーです。樹脂に関してはその道のプロの指導をうけます。ネイルパック

の適材をいくつか納入してもらい、ネオプレンゴムにたどりつくまで、それなりに生む苦しみをあじ

わいました。

２月７日 霧が峰山麓八島湿原においてのフィールドテストの結果、古い山仲間・岩澤夫婦の協力

を得て合格。ついにネイルパックが完成しました。

ちなみに、商品名は Nail Packing（爪の保護材）の略称です。

かがやけニッポン
スノーシューズ用新製品

ネイルパック

 スノーシューズの左・右の爪はステンレス製です。靴を乗せる幅広ベルトはナイロン製です。

永年使用したり、酷使をするとベルトは摩り切れます。ベルトや固定バンド類は消耗品ですが、

爪の前後にパッキングをつけると、ベルトの消耗が軽減します。

 生産時にネイルパックを組み込むとコストが大幅に割高になります。パッキングのみの別売

り販売とさせていただきます。

使用方法 （パッケージ表示文）

リング状バンドを指で押して爪との間に隙間をつくり、ネイルパックをつぎつぎに４ヶ所はめ

込み、アロンアルファで切込み部を接着してください。

ネイルパックは消耗品です。外れるおそれはありませんが、摩り切れたり紛失してもメーカ

ーは責任を負いません。

３㎜厚

22.5Ф
27Ф

使用例
切込みを上にして爪とリングベルトの

間のパイプにはめ込み、アロンアルファ

で接着する。爪とネイルパックを接着す

るとさらに丈夫になります。

ネオプレンゴム製

１袋８ヶ入り、総重量／５g

使用例のカラー写真つきパッケージ
税込価格 ￥１,０５０


