
8Ｐ卍～１４Ｐ卍のジョイントの説明とお詫び

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。

我我社社のの商商品品ははすすべべてて MMaaddee iinn JJaappaann 表表示示ををししてていいまますす。。

〒３３４－００６２ 埼玉県川口市榛松 ６９９

TEL ０４８（２８１）１３２２ FAX ０４８（２８６）０８６６

http://www.exp-japan.jp e-mail: exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp



ワイヤー梯子の出荷価格変更のお知らせ

原価計算の誤りにつき、税込価格を訂正させていただきます。

平成２２年７月１日以降の生産分は新価格で出荷しています。

技術のニッポン
ワイヤー梯子 (CL15・16)

○ 本来は登山用に開発されたものですが、近頃は土木工事用の需要が圧倒的に多い。地震、火事

などの災害時の避難用にも役立ちます。

○ ワイヤー梯子はカラビナによって連結できます。例えば、全長１００m のワイヤー梯子を作れます。

○ スタンスは両足を一度に乗せられる幅広です。間隔３００㎜。

○ １２５０㎜間隔にプラットホームボルトをつけることができます。プラットホームボルトを付けるとワ

イヤー梯子が壁に密着しません。足を乗せやすくなります。安定感も増します。

○ ワイヤーは火災に耐えられるステンレス（ＳＵＳ３０４）製。３㎜径。強度７．０２ＫＮ（７１５．８４ｋｇ）。

○ ワイヤーはナイロンコーティングされています。ワイヤーを素手で握っても痛くありません。

○ 軽くてコンパクトです。ロープなどでワイヤー梯子を収納すると持ち運びに便利です。

サイズ ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑﾎﾞﾙﾄ数 総重量 税込価格

５Ｍモデル(CL15) スタンス 300×25×厚さ 1.5ｍｍ×15 段 6 本 ２．２㎏ ￥６８，２５０

１０Ｍモデル(CL16) スタンス 300×25×厚さ 1.5ｍｍ×30 段 14 本 4.35 ㎏ ￥８９，２５０

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

使用説明書に使用後のメンテナンスを追加しました。

近ごろ、装備の使用後に手入れをしないで、放置するユーザーが増えているようです。そういう

方々に限って苦情があります。メーカーとお店のためにも自衛を要する時代になりつつあるようで

す。使用者とのトラブル防止目的で下記商品には、使用説明書に使用後のメンテナンスを加えた印

刷物を添付して出荷するよう改めました。

平成２１年７月１日出荷分より

●スノーシューズＳ、Ｍ、Ｌ ●クロモリ６Ｐ ●リトルベアー卍 set

●ショートリトルベアー卍ｓｅｔ ●クロモリ８Ｐ卍～１４Ｐ卍（８Ｐ目に掲載）

※ワイヤー梯子は受注生産品です。納品には受注後約１ヶ月を要します。

ワイヤー梯子 (CL15・16)
ワイヤー部：ステンレス(SUS304)製

ステップ部：アルミ製角パイプ

カラー：シルバー

← プラットホーム用スタンス



e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

Made in ｊａｐａｎ
エキスパート型アイゼン＆
ワカン用固定バンドの

使用説明書

（注意）靴にあわせて必ずサイズ調整してください。

（装着順序）長バンドを前に巻いて①の丸カンに通す。②③

の丸カンに通したバンドを④の美錠で止め、美錠上の穴に通

して⑤の角カンで折り返す。ふたたび美錠上の穴に通すと

バンドは固定されます。（ゆるみ止め処理。）８Ｐ～１２Ｐアイゼ

ン は ② ③ の 丸 カ ン の か わ り に 、 三 角 カ ン に 通 す 。

重量１２０ｇ

【下山後のメンテナンス】
金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食

します。メンテナンスをしないで放置すると、金属

疲労の原因となり、トラブルを誘発します。 修理

品が泥にまみれている際は論外です。

１．水洗いをして泥を落とし、陰干しする。

２．乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に

塗る。ＫＵＲＥ５-５６なら完璧です。

３．ベルト、爪のカシメ部の点検をします。カシメは

ハンマーでたたくと緩みガ直ります。いつでも

使える状態にし、湿気のない場所に保管してく

ださい。

※爪を固定する中空リベットは別売、アルミ製４Ф

×２８は１本 １０５円、でお求め下さい。

Made in ｊａｐａｎ

クロモリ 6P
【固定ﾊﾞﾝﾄﾞ装着方法】

●④美錠がついた長いバンドを前（甲の部分）に巻いて

①の丸カンに通す。その時左右の丸カンの張りを同じに

する。次に前方の②③の丸カンに通したバンドを④の美

錠で止める。バンドを⑤の角カンで折り返し、美錠上の

長穴に通して引き上げればバンドが固定されます。●美

錠付バンドの長さが足りない場合は、つま先（２本）側と

かかと側の固定バンドを長く調整してください。●バン

ドを各丸カンの外側から通すとさらに安定感がよくなり

ます。（フリクション装着法）●美錠の緩み止め処理を忘

れないでください。

【下山後のメンテナンス】

金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食し

ます。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の

原因となり、トラブルを誘発します。 修理品が泥にまみ

れている際は論外です。

１．水洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロンケース

も汚れたら洗う。

２．乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。

ＫＵＲＥ５-５６なら完璧です。

３．ベルト、スノープレートの損傷の点検をします。スノー

プレートのクリップをプライヤーなどで締めつけ、い

つでも使える状態にして収納ケースに入れ、湿気の

ない場所に保管してください。

４

１

２

３

５

総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
http://www.exp-japan.jp

e
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Made in ｊａｐａｎ

プチドラシリーズ 使用説明書

①バックルを外側にして靴の踵をフレームの末端にあ

わせる。 ②長いベルトを靴甲に巻き、後方のベルトに

通して再び靴甲に巻く。 ③次にベルトを前方の丸カン

に外側から通して引き上げる。この際、②③時でのベル

トのたるみがないようする。丸カンにベルトを外側から

通すと装着はさらに完璧になります。（フリクション装着

法） ④バックルでベルトを固定してゆるみ止めをする

と完了です。

【使用上の注意】

●出発前に必ず靴にあわせて固定バンドの長さ調整を

して下さい。

●ローカットシューズにつける場合は前側の丸カン付バ

ンドとヒール側のバンドを最短にして下さい。あまった

バンドは切って下さい。

●固定バンドは消耗品です。傷んだバンドは交換して下

さい。

●使用後は水洗いして汚れを落として日陰乾しをする。

金属部には錆止め油を塗って、いつでも使える状態

にして収納ケースに入れ、湿気のない場所に保管し

てください。

●防寒靴や釣用のウェディングシューズやウェダーな

どには、ビッグドラゴンをご使用下さい。

２4ｃｍ以下の小さな靴にはレディースを用意しました。

横幅の隙間が大きいと靴にズレが発生します。

Made in ｊａｐａｎ
リトルベアー卍セット

（ショートリトルベアー卍セット）
使用説明書

【注意】 リトルベアー卍とショートリトルベアー卍は

低山ハイキング用軽アイゼンです。本格的な冬山登山

には使用できません。靴にあわせて必ずサイズ調整を

してください。ボルトはしっかり締めつける。

【セット方法】 ー 右側 －

バックルを靴の外側にして甲部を巻き、①側のワイヤー

②③の丸カンに通してバックルで固定する。

【下
金

ます

原因

れて

１．水

も

２．乾

Ｋ

３．ベ

検

ー

も

場

① ②左足例

③

④バックルのゆるみ止め

総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
http://www.exp-japan.jp

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne. jp

山後のメンテナンス】
属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食し

。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の

となり、トラブルを誘発します。 修理品が泥にまみ

いる際は論外です。

洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロンケース

汚れたら洗う。

いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。

ＵＲＥ５-５６なら完璧です。

ルト、スノープレートの損傷、調整ボルト、ナットの点

をします。ボルト、ナットの緩みをなくし、スノープレ

トのクリップをプライヤーなどで締めつけ、いつで

使える状態にして収納ケースに入れ、湿気のない

所に保管してください。
総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
http://www.exp-japan.jp

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp
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石突プロテクター（黒ゴム）についての報告

以下黒ゴムの商品名で説明させていただきます。

最近、黒ゴムをお求めのお客様から、外れやすくなった。緩んで、しっかりと固定できないとの意

見が多々あります。

原因は黒ゴムにはありません、永年使った金剛（ステッキ）、ファルコン（ストック）の石突がすり減っ

て細くなったからとご理解ください。

対処法としては、石突部にセロテープを巻くと、黒ゴムが固定しやすくなります。ただし、これは

一時的は対処法です。セロテープはすぐ剥がれます。使うたびに張り替えが必要です。

金剛、ファルコンの石突はネジ込み式です。接着剤を塗って組み立てています。石突を熱湯に浸す

と、接着剤はすぐに溶けて外れやすくなります。お客様でも石突は新品と交換できます。

新しい石突を交換すると、黒ゴムがしっかりと固定できます。地面との食い込みも比較にならな

いほど良くなります。

石突プロテクター（黒ゴム）は、１ヶ 税込上代 ７８７円

石突はすべて同一寸法 １ヶ 税込上代 １０５０円 で販売しています。

我社で石突交換すると 税込 １５７５円、他に送料を要します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

続々 徒然の山
第九九章 紫陽花紀行

あじさい街道 Ｒ６１の麦原入口バス停よりあじさい山公園の約３㌔の間の車道をあじさい街道

と称す。道のあちらこちらには５０００株のあじさいが植えられ、道行く人々を楽しませてくれる。また、

あじさい街道沿いに流れる麦原川は蛍が飛び交う観光スポットでもある。今年のホタル祭りは中止。

歩程登り５０分。下り４０分。

越生あじさい山公園 あじさい街道の終点に位置する一つの山を切り開いて整備された公園。

５．６ｈａに８０００株のホンアジサイやガクアジサイが植栽され、山頂展望もすぐれる。６月１２日～７

月１１日の間の土、日曜日には麦原地区の住民が名物のみたらし餅や焼きそば、地元産の野菜な

どの模擬店をだす。越生町観光協会 電話 ０４９（２９２）３１２１

あじさい ユキノシタ科の落葉潅木。我国の海岸に自生するガクアジサイから改良されたもので

品種が多い。幹は根から叢生。高さ１．５m。葉は広卵形。６、７月の頃、球状の集散花序をつける。

色は白から紫、ついには淡紅に変化する。観賞用。花は解熱薬、葉はおこりの治療薬用。四片
よ ひ ら

。

（広辞苑より転載）

坂戸ふるさとの湯 ２００４年４月にオープンした高麗川河川敷のスーパー銭湯。玄関脇には地

元産の野菜や卵の販売コーナーを設ける。１階はフロントと食堂、大広間、マッサージ、ボディケア

ルーム。２階が浴室。内湯にはサウナ、塩サウナを含む各種浴槽が並ぶ。露天風呂には大小二つ

の湯舟と壷湯があり、富士山、秩父連山を望み、高麗川を俯瞰できる。埼玉県坂戸市粟生田３９．

電話 ０４９２（８４）４１２６．アクセスは東武東上線坂戸駅から市内循環バスで約７分。「三光町」バス

停下車。徒歩３分。あるいは大橋行バスに乗り「幸町」で降りても同じくらいの距離。ともに本数は

少ない。タクシーなら６～７分。

梅雨のあじさい山

あじさいは梅雨に季節に花開く。しとしと降る雨の山にも風情がある。ついでにあじさいの花、そ

れも群落を観賞できるとしたら、情緒ある山歩きが期待できよう。

『おごせ観光ガイド』を読み、麦原地区にあじさい街道とあじさい山公園があるのを知る。今年は

異常気象で各地の開花が１週間から１０日ほど遅れている。それを見越
み こ

して あじさい 見たさに旅



に出る。

６月２７日 曇時々雨 蒸し暑い

なるべく公共交通機関を利用したい。越生発黒山行の川越観光バスの時間にあわせて恵比寿

駅、池袋駅、坂戸駅を経由。越生駅前で発車間際のバスに乗る。１０人ほどの乗客はほとんど途

中下車する。麦原入口バス停で残り２名のハイカーが降りる。乗客がいない空バスが寂しそうに走

り去る。

「登山者が少ないのは天気のせいだね。」

中年男性が今にも降りそうな雨雲を仰ぎ、つぶやく。彼はあじさい街道に消える。バス停の椅子

に腰掛け、タバコを一服してから私も歩き始める。

天満橋を渡った先の二股を左折してからは麦原川の左岸沿いを前進する。片側一車線の狭い

舗装道路をあじさい山公園に向かう乗用車がしきりなしに走り抜ける。危ないったらありゃしない。

分岐には必ず「あじさい街道」の道標がある。道に迷いはしないが、暑くてたまらぬ。登山用シャ

ツと帽子をザックにしまい、頭にはバンダナ、上はＴシャツ一枚のラフなスタイル替える。なるべく木

陰を求めて行動する。

麦原川弁財天の石像前を通過する際には手を合わす。通りすがりの地元の女性がそれを見て

微笑む。

「日が暮れると、麦原川に蛍が出ますよ」

住吉神社近くの駐車場付近で一般車両は通行止めになる。車で訪れた人々はそこから５００ｍほ

ど歩いて目的地へと向かう。

左上方に鮮やかな色彩のあじさいの群落が近づ

く。直進する車道の左側にかかるあじさい橋を渡っ

て多勢の人々がたたずむ、あじさい山公園に入る。

時折、小雨がぱらつく。

あじさいは

あわき化粧で

七変化

雨にぬれても

艶やかに咲き

白色や淡青色に咲き乱れる園内をぐるり一巡する。

屋根つきの休憩所に雨やどりもする。周辺のハイキングコースを歩きたかったが、目まいがする。

軽い熱中症にかかったかもしれない。こんな日は無理せずに、いま来た道を引き返す。

麦原入口バス停にもどって越生駅行のバスの時刻表を見る。２時間あまりバスがない。迎えのタ

クシーを呼ぶしかあるまい。

越生タクシー ０４９（２９２）２０５５

帰るにはまだ早い時間だった。坂戸ふるさとの湯へ立ち寄るために、坂戸駅で途中下車する。バ

ス乗り場に行っても心配した通りバスの本数が少なすぎる。やむを得ずタクシーに頼る。

高麗川ほとりのふるさとの湯では玄関脇で坂戸の物産展を開催している。十店ほどの出店
で み せ

には

坂戸産の野菜やら洋、和菓子や名産品を販売している。ザックを重くしたくない。安くても買物は



諦める。一杯２０円の冷たいソーメンだけ小腹が空いていたのでおつきあいする。けっこうなお味で

す。

お目当てのスーパー銭湯は（温泉名）ふるさとの湯。（泉質）ナトリウムー塩化物泉。（泉温）３１．

３℃。（効用）神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うち身、くじき、慢性

消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚

弱児童、慢性婦人病。（性状）うす緑色、なめらかな感触、加水、加温、消毒をする循環ろ過式。

HP８．２６．

風呂好きを日頃から自負している。とは云え、暑い日は熱い湯に浸りたくない。ふるさとの湯でも、

湯に入っているよりも、裸で涼んでいるほうが長かった。

まだ６月だというのに、なんとも蒸し暑い日がつづいている。 ７月４日熱帯夜に脱稿

≪タイム≫
恵比寿駅 ７：１５
（ＪＲ新木場線）
池袋駅 ７：３０～７：３９
（東武東上線急行小川町行、坂戸乗換、東武越生線）
越生駅 ８：４７～８：５７
麦原入口バス停 ９：０５～９：１０
麦原川
弁財天 ９：４３
最奥駐車場 １０：１３
あじさい山公園 １０：２４～１１：１３
麦原入口 バス停 １２：０７～１２：２３
（タクシー）
越生駅 １２：３０～１２：４５
（東武東上線）
坂戸駅 １３：０４～１３：０８
（タクシー）
ふるさとの湯 １３：１４～１４：２５
（タクシー）
坂戸駅 １４：３２
（東武東上線、ＪＲ武蔵野線、京浜東北線経由）
川口駅 １５：３７～１５：４０
（バス）
帰社 １６：２５



日経トレンディ８月号１２５Ｐに紹介された我社商品

向日葵日誌

７月１４日 プランターのミニヒマワリの半数は直径１０㎝の葉を大きく広げるも高さ１０㎝ほど。

ロシアヒマワリは前日の風速２０ｍの強風と豪雨で何本か倒れる。ビニール紐で倒れた茎を起こす

と、育つ模様。高さ１ｍを越える。いずれも頭端に直径４㎝ほどの莟をふくらます。

７月１８日 梅雨明け以降、猛暑がつづく。

７月２２日 直径１０㎝の黄色い花が咲き始める。丈は１ｍ７０㎝に伸びる。

Made in ｊａｐａｎ

クロモリ８Ｐ卍～１４Ｐ卍
使用説明書

【注意】
靴にあわせて必ずサイズ調整をしてください。

ボルトはしっかり締めつける。

【セット方法】 ー 右側 ー

長いバンドを①～②の順に通し、靴の前にまわし

て③の美錠で固定する。

【下山後のメンテナンス】
金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐

食します。メンテナンスをしないで放置すると、金

属疲労の原因となり、トラブルを誘発します。 修

理品が泥にまみれている際は論外です。

１．水洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロン

ケースも汚れたら洗う。

２．乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に

塗る。ＫＵＲＥ５-５６なら完璧です。

３．ベルト、スノープレートの損傷、調整ボルト、ナッ

トの点検をします。ボルト、ナットの緩みをなくし、

スノープレートのクリップをプライヤーなどで

締めつけ、いつでも使える状態にして収納ケー

スに入れ、湿気のない場所に保管してくださ

い。
総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
http://www.exp-japan.jp

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp
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