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価格改定のご案内 

2014年 4月 1日より商品価格が変更となります。 

対象商品など詳細は当コレクション内をご参照ください。 
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勤勉なメイドインジャパン 
スノーシューズシリーズ 

 
今年も雪が多い年となりました。スノーシューズも大変好調です。 

例年ゴールデンウィークまで動き続けます。 
 

○ いずれもフレーム直径は 22ｍｍ×1ｍｍ厚。爪はステンレス製。丈夫さと、靴につけやすい固定方式が人

気で国内シェア髄一。サイズが大きいほどに雪に対する浮力が増します。 

○ Ｍ、Ｌは鉄製 JIS トラスト中空 4×27 3 価クロメートリベットを採用。世界一耐久性の強い雪上歩行器で

す。 

○ 固定バンドはユーザーが簡単に調整できるフリーサイズ。摩耗したらユーザーが交換できます。 
 
 
 

強いぞニッポン 
◆スノーシューズＭ(SN3) 
◆スノーシューズＭ（F）フラット型(ＳＮ17) 

- DATA - 

    材質：Ａ6063アルミ製。爪はステンレス製。 

爪高：49 ㎜。カラー：シルバー。バンドは赤色。 

    サイズ：410 ㎜×182㎜。重量：770ｇ。     

 税込価格：\11,172(本体価格\10,640) 
 
だんとつニッポン 

◆スノーシューズＬ(SN4)   

◆スノーシューズＬ（F）フラット型(SN18)                

 - DATA - 

    材質：Ａ6063アルミ製。爪はステンレス製。爪高：49 ㎜。カラー：シルバー。バンドは赤色。 

    サイズ：441㎜×182㎜。重量：780ｇ。       

 税込価格：\11,550(本体価格\11,000) 

 

NEWスノーシューズＳ（SＮ16）は今期完売致しました。 
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価格変更のお知らせ 
 

諸材料高騰につき、2014 年 4 月 1日より下記商品の価格を値上げさせて頂きます。 

 

メイドインジャパンを大切にしたいという多くのお客様に心より感謝しております。今後もそのご期待にお

応えして行く気持ちで企業努力をしておりますが、この度の材料高騰を始めとした関連費用の値上げな

どにより商品価格値上げをせざるを得なくなりました。何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。 

※2014 年 3月 31日（月）までにご注文分は変更前の価格で出荷させて頂きます。 

スノーシューズ各サイズも価格変更となりますが、現在最終価格を調整中です。 

確定次第、別途ご連絡いたします。 

 

品番 商品名 
新価格（税抜） 

2014.4.1～ 

旧価格（税抜） 
～2014.3.31 

C4 クロモリピンペグＭ 360 330 

C5 クロモリピンペグＬ 440 400 

C6 クロモリピンペグＬＬ 720 660 

C7 ステンレスピンペグＬ 450 420 

C16 ミニベル 1160 1,100 

C17 プチベル 1900 1,760 

C11 ０'(ゼロ)ベル 2100 1,980 

C18 ビッグベル 3300 3,080 

S14 石突プロテクター 黒ゴム 800 750 

P5 ピッケル用ラッセルリング 4,200 4,180 

P7 石突プロテクター(赤ゴム) 800 750 

SN16 NEW スノーシューズＳ   9,400 

SN3 スノーシューズＭ   10,640 

SN4 スノーシューズＬ   11,000 

SN17 スノーシューズＭ（Ｆ）   10,640 

SN18 スノーシューズＬ（Ｆ）   11,000 

SN11 レッドバット 5,400 5,200 

ST26 プチドラゴンノーマル 4,600 4,500 

ST26 プチドラゴン レディース 4,600 4,500 

ST26 ビッグドラゴン  4,600 4,500 

ST30 クロモリ６Ｐset 7,300 6,300 

ST31 ＳＰ（超）リトルベアー卍 set  8,950 7,980 

ST34 SP（超）ショートリトルベアー卍 set 7,900 7,400 

ST11 クロモリ８Ｐ卍 set 17,500 16,500 

ST12 クロモリ１０Ｐ卍 set 18,600 17,600 

ST13 クロモリ１２Ｐ卍 set 19,000 18,700 

ST14 クロモリ１４Ｐ卍 set 20,800 19,800 

ST15 ワンタッチアイゼン８Ｐ士 set 17,500 16,500 

ST16 ワンタッチアイゼン１０Ｐ士 set 18,600 17,600 

ST17 ワンタッチアイゼン１２Ｐ士 set 19,000 18,700 

ST18 ワンタッチアイゼン１４Ｐ士 set 20,800 19,800 

ST19 スノープレート４Ｐ～５Ｐ用 1,000 960 

ST20 スノープレート６Ｐ用 2,000 1,920 

ST20 スノープレート６Ｐ・リトルベア用 2,000 1,920 

ST21 スノープレート８Ｐ～１４Ｐ用 2,500 2,400 

ST22 スノープレートキット 3,000 2,800 

ST23 ジョイントＭ 2,000 1,920 

ST23 ジョイントＬ 2,000 1,920 

ST24 ジョイントＳ 2,500 2,400 

 

決定次第お

知らせします 



ST25 アイゼンケース 1,900 1,800 

CL12 スノーバーＭ 3,500 3,460 

CL13 スノーバーＬ 4,200 4,150 

CL14 アブミプレート 700 690 

CL15 ワイヤー梯子５Ｍ 76,000 75,000 

CL16 ワイヤー梯子１０Ｍ 99,000 98,000 

CL17 ピンチクリアー 140,000 135,000 

 

○スノーシューズを除く上記以外の商品は、従来価格で販売させて頂きます。 

○また、価格は予告なしに変更することもあります。 
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アイデアのニッポン 

プチドラシリーズ 

雪や凍った道で活躍する便利アイテム。街での降雪時も重宝します。 

 

○ プチドラゴンは靴の踵につける滑り止めです。 

○ 踵が滑ると、バランスが崩れスリップ事故の原因になります。 

踵に滑り止めをつけると、スリップせずに行動できます。 

靴底の踵がすり減るのも爪先よりも重心がかかるためです。 

プチドラゴンは靴の踵の減りも防止します。 

○ プチドラゴンはアイゼンではありません。雨降りの滑りやすい 

坂道でもよく効くよう６本の爪を３６０度方向に配置。 

爪が岩の割れ目に入ってもバランスを崩さぬよう高さ６㎜。 

信頼度のたかいクロモリ鋼、焼入れ製です。 

○ サイズは小さな靴用のレディス、登山靴用のノーマル、防寒靴用 

のビッグを揃えました。丸カンの外側からベルトを通す『フリクショ 

ン装着法』で装着するとさらに安定がよくなります。 

 

プチドラゴン(ST26) 

クロモリ鋼(SCM435M)製 カラー：黒色電着塗装 

重量：200ｇ ナイロンケースつき 固定バンド式 

レディース、ビッグドラゴンとも横幅以外価格、仕様は同じ。 

税込価格：￥4,725（本体価格￥4,500） 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道（樽前山） 
メンバー：松田 次郎＆留美＆友人 L 氏（北海道在住） 
 
2/10（月） 
午前中より JAL 日本航空へチケット払い戻しの電話をかけていました。 
 
実際は 2/8～12で計画していた北海道への旅行＆登山＆仕事の計画が、2/8の何十年ぶりという大雪で
飛行機が欠航となり計画は中止。おかげですっかり意気消沈・・・無駄に空いた連休に茫然としていました。 
 
前日まで何度かけてもつながらない JALの問い合わせ先がこの日はやっとこ担当者までつながり、話を
出来る段階に。チケット払い戻しの依頼をすると、「変更ではなくて払い戻しで宜しいでしょうか？」と、
ん？なになに？変更可能なの？？ 
一応聞いてみると、その日の夕方から夜の便までは少し空きがあるとのこと！！ 
既に 2日間ロスしているが、今夜北海道に到着すれば、翌日の朝から、山に入り山中で一泊。翌日下山して
夜の便で帰宅出来ると考え、北海道在住の友人に電話で確認すると、予定していた計画を再度実行可能
との返事。決まり！という事で、17：30 羽田発の便に乗るために空港へ。19：00 には新千歳に到着し、友人
の自宅へ。翌日からの計画と準備を済ませ、お酒を飲みながら楽しい語らいのひと時を過ごしました。 
 
2/11（火） 
今回は支笏湖の近くにある樽前山が目的でした。友人 L 氏はこの支笏湖周辺をフィールドに四季の自然
をカメラに写す事を続けています。以前より、厳冬期の樽前山を撮影したいと計画を暖めており、ついに
実行の時が。山自体の標高はありませんが、活火山のため非常に独特の世界が広がっています。 
 
 
＜参考ポイント①＞ 
樽前山（たるまえさん、たるまえざん）は、北海道南西部にある支笏湖の南側、苫小牧市と千歳市にまたが

る活火山。標高は最高点の樽前ドームで 1,041m、一等三角点（点名「樽前岳」）の東山で 1,022m、三等三角

点（点名「樽前山」）の西山で 994m。支笏洞爺国立公園に属する。風不死岳、恵庭岳とともに支笏三山の一

つに数えられる。 

 
＜参考ポイント②＞ 
支笏湖は支笏洞爺国立公園として、昭和 24 年に全国で 14 番目に指定を受けた国立公園。 
支笏湖は、田沢湖に次いで日本第 2位の水深と、透明度 20 数ｍの清澄さが特徴のカルデラ湖。湖畔には
支笏温泉街があり、観光客で賑わう。 
面積は琵琶湖の 1/9 に過ぎませんが、最大水深は 3倍以上あり、貯水量は 20.90km3 と日本で琵琶湖に
次いで第二位。 
 
 
支笏湖までは札幌から車を使い 1時間ほどで行けるとてもアク 
セスの良い場所です。 
夏場は林道内も車が入れますが、冬季はゲートが閉まっている 
ので、2 時間ちょっと歩いて登山口へと向かいます。 
 
 
この日は天候も良く、クロスカントリースキーやスノーシューで 
ハイキングを楽しむ人たちとすれ違いました。 
関東近郊や八ヶ岳、日本アルプスなどでは、山に行ってもクロス 
カントリーを楽しんでいる人に会う事が無いので、ちょっと新鮮。 
気持ち良さそうに滑って行くご年配の方々が素敵でした。 
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7合目林道の終点にはヒュッテがあります。 
宿泊施設ではなく、周辺の管理や緊急時の 
対応といった要素が強そうです。 
無積雪はここまで車で入ることができ、山頂 
までも 1 時間ほどで行けるコースです。 
 
 
食事をして準備をしていると 4 名のパーティー 
が下山してきました。 
周辺の山々を数多く登られている方の様で、 
樽前山も何回も登られているようです。 
 
 
ここからは暫く登ると樹林帯を完全に抜け、 
雪の斜面となります。積雪期は夏道を途中まで辿り、途中から頂上へ一気に直登してく事が出来ます。 
直登コースは傾斜が強いので、基本は 12本爪のアイゼンが必要となるコースです。私もワンタッチアイゼ
ン 12P 士を使用しました。 
今回はそれほど風が強くありませんでしたが、完全に吹きさらしとなる場所なので、目出し帽など、強風
に対する防寒はしっかりと必要となります。 
 
                       約 1時間で山頂に到着。標高 1,022ｍ    
                       最高地点は遠方に見える、噴煙の上がる樽前ドー 
                       ム上 1,041ｍです。※樽前ドームは登れません。 
 
                       この周辺は 360°ひらけた山頂で風が強いので、

テント設営に適した場所を探し、樽前山神社の奥宮
に向けて移動しました。 

 
                       ＜参考ポイント③＞ 
                       樽前山は往古より秀麗なる尊容から山そのものを

神山・神体と仰ぎ、あるいは山嶺を神おわします崇
高なる霊域と仰ぎ、祭祀を厳修している。 
 山頂には昭和 3年、御大典を記念して木造社殿
の御造営。昭和 27年 8月 10日、コンクリート造堂宇
に造り替え、神霊を奉斎、今日に至る。  

山開き祭（毎年 6月第２日曜日）、山納め祭（10 月第１日曜日）には多数の登山者参列の下に、 
街の発展、人々の祥福、山の平穏、登山者の安泰の祈願祭が執り行われる。 
 
 
 
雪に埋もれた樽前山神社奥宮に到着。一晩この山でお世話 
になる事を神様にご挨拶。 
ここは奥宮ですが苫小牧市内には立派な樽前山神社本宮が 
あります。 
 
テントは風の当たりにくい場所に設営。 
絶好のロケーションです！遠方には苫小牧の町と海を 
見渡せ、反対側には噴煙の上がる樽前ドームを望む事が 
出来ます。 
 
恐れていた風もそれほど強くなく、安定した天気に感謝。 
寒気も緩んでいるので、夜も－15°程度と北海道としては 
暖かい環境でした。日によっては、札幌周辺でも－20°まで 
下がる北海道・・・どうなることやらと不安でしたが、 
なんとかなりました。 
 
 



夜になると、遠方に苫小牧の街の光が輝き美しい夜景 
となりました。夜空には月も明るく輝き、広々とした 
空間が広がっていました。 
 
夕飯にはしゃぶしゃぶ用肉入りのそばをつくり、美味 
しく頂き、早目の就寝。 
 
 
写真撮影には早朝の光が大切。 
友人は既にカメラ・三脚を持って撮影に出かけていま 
す。我々も防寒着を着こみ、震えながら出発。 
樽前ドームが見える位置まで少し登ると、そこには、 
雲一つない空間に噴煙を上げる荘厳な樽前ドームが鎮座 
していました。 
1,041ｍと決して高い山ではありません。ただ活火山の 
ため、その容姿は荒く、地球の生命感に溢れ、常に噴煙 
を上げる姿は迫力あります。 
 
この日は本当に快晴で、羊蹄山もくっきり見え、360 度 
晴れ渡っています。 
 

友人も朝焼けに染まる姿を満足いくまで撮影した 
様です。 

 
                     朝食後にテントを撤収して樽前ドーム一周に出発。 
                     積雪期は樽前ドームの近くまで歩いて行けます。 
                      下から見上げる雪の付いた岩稜はまた違った迫力です。

雪の付いた活火山を見ながら雪原を歩いていると、 
日本では無いような錯覚すら感じる風景です。とにかく
天気が良く、風も無いナギの状態。 
暖かい中で、樽前ドームを 360 度堪能出来ました。 

                      
 

※噴煙には有毒ガスが含まれるそうです。 
風向きに注意して、近づき過ぎは厳禁です。 

                   
 
                     下山は登りと同じコースを下り、林道を戻って帰りまし

た。 
 
 
 
 
下山後、まだ時間があったので支笏湖畔へ。 
お洒落な「カフェ美里」でランチ。 
（大人のお子様ランチ）が美味でした。 
 
湖畔で開催されていた「氷濤まつり」を見た 
あと、友人に空港へ送ってもらい 19：00 
新千歳発の便で東京に戻ってきました。 
 
冬の北海道は初めてでした。一度は計画中止 
になりかけた北海道旅。弾丸ツアーでしたが、 
最高に充実した時間を過ごす事が出来ました。 
全てに感謝。ありがとうございます。 
 
  



今回の樽前山登山をサポートしてくれた EOJアイテム 
 

元気なニッポン 

士(サムライ) シリーズ 
着脱が素早くでき、すべてのコバつき登山靴に使えます。 

ワンタッチプレートは焼入れ特殊鋼製。1.2 ㎜厚。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ワンタッチアイゼン 8P士 set(ST15) 

材質：クロモリ鋼製 

カラー：黒色電着塗装 

全長：320 ㎜×188 ㎜  

爪高：31㎜ 重量：700ｇ 

税込価格：\17,325(本体価格\16,500) 

 
ワンタッチアイゼン 10P士 set(ST16) 

材質：クロモリ鋼製 カラー：黒色電着塗装 

全長：325 ㎜×215 ㎜ 爪高：31㎜ 重量：730ｇ 

税込価格：\18,480(本体価格\17,600) 

 

ワンタッチアイゼン 12P士 set(ST17) 

材質：クロモリ鋼製 カラー：黒色電着塗装。 

全長：325 ㎜×230 ㎜ 爪高：31㎜ 重量：760ｇ 

税込価格：\19,635(本体価格\18,700) 

 

ワンタッチアイゼン 14P士 set(ST18) 

材質：クロモリ鋼製 カラー：黒色電着塗装 

全長：325 ㎜×230 ㎜ 爪高：31㎜ 重量：763ｇ 

税込価格：\20,790(本体価格\19,800) 

 

負けるなニッポン 

クロスペグ（C10） 
 

エキスパートオブジャパンだけの優れ物です。 

 

クロスペグ（C10） 
材質：ジュラルミン製。カラー：シルバー 
サイズ：長さ 150 ㎜×幅 20 ㎜×厚さ 4.6㎜ 
重量：17.5ｇ   
税込価格：\750 
 

使用方法は、クロスペグを十字に広げ貼り綱を中心位置 

に通して雪に埋めて使用します。右写真参照 
 



がんばれニッポン 

SP（超）リトルベアー卍シリーズ 
リトルベアー卍の特長 

○ 世界で初めて研究開発された６本爪軽アイゼン。トレッキングシューズを含む、あらゆる靴にジャスト 

フィットします。アイゼン爪角度の発明特許商品。 

○ 最高級の世界で唯一のクロモリ鋼製。日本が誇る先端技術の焼入れ、塗装をほどこした自慢の商品。

世界最軽量。コンパクトサイズ。着脱時間はワンタッチアイゼンに劣らず。装着感も勝れる秀作です。 
 
エコですニッポン 
SP（超）ショートリトルベアー卍 set(ST34) 
材質：クロモリ鋼製。カラー：黒色電着塗装。 
-DATA- 
サイズ/168 ㎜×110 ㎜ 爪高 20 ㎜ 重量/505g 
税込価格／￥7,770(本体価格\7,400) 

 

 
歴史のニッポン 
SP（超）リトルベアー卍 set(ST31)  
材質：クロモリ鋼製。カラー：黒色電着塗装。 
-DATA- 
サイズ：168 ㎜×110 ㎜ 爪高：31 ㎜ 重量：505ｇ 

税込価格：\8,379(本体価格\7,980) 

 

 

靴の上に乗せ、靴とアイゼンがぴったり合ったところで、 

付属のレンチで２本のボルトを締めつければ、ボルトを 

外さずにサイズ調整が完了するスライド式新型６本爪 

軽アイゼン。微調整可 

 

 

 

 

                         楽ですニッポン 
クロモリ 6Pset（ST30） 

 

クロモリ鋼製/黒色電着塗装。 

サイズ/165 ㎜×83㎜。爪高 31㎜。重量/380g 

税込価格/￥6,615(本体価格\6,300) 

 

 

 

 

○ 固定バンド式の６本爪軽アイゼンです。世界唯一のリングレスフリーサイズ。６本爪では世界最軽量。 

○ 固定バンドはフレーム底のテープ穴に通す構造です。サイズ調整は固定バンドで行えます。固定バンド

は足首を巻く装着法です。バンドが緩んだ際もアイゼンは脱落しません。靴サイズの違う同行者にアイゼ

ントラブルが発生しても救いの装備になります。 

○ 氷雪によく効くよう爪の配置、形状を研究開発しました。 

○ 小さな靴用にはフリーサイズのクロモリ６Ｐがジャストフィットします。 
 

プチベル (C17) 
真鍮製  カラー：ゴールド 

高さ：27㎜ 直径：9㎜ 

重量：30ｇ 

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー 

吊り  消音板つき 

0’ベルより一回り小さな 

熊鈴です。小さくても 

良く響きます。 

税込価格：￥1,848 
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