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前号のコレクションでもお伝えしておりますが、 

2014年 4月より商品価格が変更しております。 

最終価格を調整中でしたスノーシューズも決定しております。 

当コレクション内をご参照ください。 
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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／￥8,532(本体価格\7,900) 

 
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：\9,666(本体価格\8,950) 

 

 

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 

 

 

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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定番スノーシューズの変更価格が決定しております。 

2014 年 4 月 1日以降ご注文分から新価格で出荷させていただいております。 

 

勤勉なメイドインジャパン 
スノーシューズシリーズ 

 
＜M サイズ＞ 

旧価格          新価格 
◆スノーシューズＭ  (SN3)         (本体価格\10,640)  ⇒ （本体価格\10,990） 

◆スノーシューズＭ（F）フラット型 (SN17)    (本体価格\10,640)  ⇒ （本体価格\11,190） 

 

＜L サイズ＞ 

旧価格          新価格 

◆スノーシューズＬ  (SN4)         (本体価格\11,000)  ⇒ （本体価格\11,350） 

◆スノーシューズＬ（F）フラット型 (SN18)    (本体価格\11,000)  ⇒ （本体価格\11,550） 

 

※来シーズンは Sサイズの展開は予定しておりません。 
（今シーズンのスノーシューズ S サイズも全て完売しております） 

 

※これまで反り付タイプとフラットタイプの価格差はありませんでしたが、新価格より価格差がございま

すので、ご注意ください。 

 

商品スペックは下記の通り変更はありません。 
 

○ 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。 

○ 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) 

税込価格：\12,085(本体価格\11,190) 

◆スノーシューズＭ（F）フラット型(ＳＮ17) 

税込価格：\11,869 (本体価格\10,990) 

- 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。     
 
だんとつニッポン 
◆スノーシューズＬ(SN4)   

税込価格：\12,474 (本体価格\11,550) 

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

    税込価格：\12,258 (本体価格\11,350) 

- 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。       

 

NEWスノーシューズＳ（SＮ16）は今期完売致しました。 
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東日本大震災より3年が経過しました。震災発生後、福島の第一原発の復旧のために、当社のワイヤー梯

子の要望を頂き、急遽特注のワイヤー梯子を多数生産いたしました。前例の無い災害に、少しでも役に立て

ればと、全精力を注ぎ生産にあたりました。3 年たった今もその原発はまだ、未解決のまま問題が山積して

いる状況です。 

一日も早く放射性物質の処理が終わり、解決の糸口が見つかる事を心より願っております。 

 

技術のニッポン 

ワイヤー梯子 
 

・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く、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ることも可能です。 

・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つ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(715.84 ㎏)。 

・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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ワイヤー梯子(CL15、16) 

- DATA - 

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、 1.5 ㎜厚×高さ 15 ㎜×巾 25 ㎜×長さ 320 ㎜ 。 

カラー：シルバー。 

総重量：5M モデル (15段）総重量 2.2kg、 プラットホームボルト  6本、耐荷重 200 ㎏。 

     10M モデル（30 段）総重量 4.35kg、プラットホームボルト 14 本、耐荷重 200 ㎏。 

税込価格：5M モデル  \82,080 (本体価格\76,000) 

             10M モデル \106,920 (本体価格\99,000)  

 

※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。 

※特注品（ご希望のサイズ）も受注できます。（別途見積り） 



ビッグベル (C18) 
真鍮製  カラー：ゴールド 

高さ：45 ㎜ 直径：45㎜ 

重量：85ｇ 

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー 

吊り 消音板つき 

税込価格：￥3,564 

(本体価格：￥3,300) 

０’(ゼロ)ベル (C11) 
真鍮製  カラー：ゴールド 

高さ：39 ㎜ 直径：40 ㎜  

重量：65ｇ 

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー 

吊り  消音板つき 

税込価格：￥2,268 

（本体価格：￥2,100） 

 

愛するニッポン 

ベルシリーズ 
○ シンプルな造り、愛らしい鈴音。好みの大きさを選べる熊鈴です。 

○ 吊り紐のステンレスワイヤーが振り子（ハンマー）を固定します。ワイヤーの弾力で歩くごとに鈴音が

大きく響きます。ワイヤーは肌にやさしいナイロンコーティング加工をしてあります。 

○ 簡単に脱着ができる消音板付き。消音板をつけると鈴音が響きません。 

 

弊社のベルシリーズは鈴音が高く響き、丈夫で長持ちする純日本製です。年々需要が増えています。まだ

取り扱ってないお店は、ご注文下さい。 
＜振り子の原理＞ 

    ベルはハンマーの重さと振り半径に 
比例して大きく響きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴掛 
 

ベルはザックや布地に触れると消音されます。 

鈴掛はザックや布地に触れずにベルが携行できる 

ベルハンガーです。横ベルト、縦ベルトがあれば、 

どこにでもセットできます。 

 

ズボンのベルト、ウエストポーチのベルト、ザック 

のウエストベルトなど腰に近い部分がもっとも鈴音 

が響きます。ザックのショルダーベルトやサイドベ 

ルトも効果があります。 

ザックの背方向はあまり鈴音が響きません。 

 

- DATA - 

材質 ジュラルミン製(A7001) 厚さ 1.5㎜ 重量 25g  

色 黒色コーティング 

20㎜幅のバックルとナイロンテープつき ※ミニベルは未対応 

税込価格：\1,188 (本体価格\1,100) 

プチベル (C17) 
真鍮製  カラー：ゴールド 

高さ：27㎜ 直径：29 ㎜ 

重量：30ｇ 

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー 

吊り  消音板つき 

税込価格：￥2,052 

（本体価格：￥1,900） 

ミニベル (C16) 
真鍮製  カラー：ゴールド 

高さ：14 ㎜ 直径：16㎜ 

重量：10ｇ 

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー 

吊り  消音板なし 

税込価格：￥1,252 
（本体価格：￥1,160） 



高尾山 
メンバー：松田 次郎 

3/16（日） 

9：30 に起床・・・ 

出張の疲労が溜まっているのか、連日寝坊で起床。さて予定していた高尾山へ行こうか行くまいか・・・と

迷っていましたが気持ちを入れなおし出発。 

中央線と京王線を乗り継ぎ高尾山口へ。13：30 に到着しました。遅い時間帯のせいか、日曜にしては人も

少なく快適なハイキングを楽しめそうです。そして、気温はいっきに春日和になっています。アンダーシャツ

にパワーストレッチのフリースを一枚着ているだけ十分の気温。 

ちょうど一ケ月前は、2 回目の大雪があった頃です。その頃はリフト乗り場付近でも 60cm 以上。山中の一

部では 1ｍ以上の積雪があったと言 

うからビックリです。一ケ月が経ちさすが 

に雪は消えており、日陰に溜まった 

積雪が残っているだけでした。 

 

気温は心地よいのですが、その分この時期 

は花粉症が問題です。すれ違う人達もマス 

クやオーバーグラスをして本当につらそう 

・・・・それでも山に来るのですから、好き 

なんですね！ 

 

高尾山の玄関、リフト乗り場に到着。 

今回もお馴染の稲荷山コースを選択しま 

した。 

 

＜参考ポイント①＞ 

稲荷山コース 

高尾山に登るのに、舗装された道を歩かず、ずっと山道を歩きたい。そんな思いのある人に最適なのが、

稲荷山を経由して登るコースです。3km 程度、1時間半ほどの散策路ですが、関東平野を見渡す          

                     ポイントに来ると、なかなか感動的なコースです。 

                     （WEB サイト：高尾通信より） 

 

                    雪が解けて、登山道がぬかるんでいるかと少し不安 

でしたが、このコースはまったく通常の状態に戻っていま

した。念のためにと持ってきていた靴用のスパッツも使用

せず、安心して歩けます。 

 

ところで、2007 年にミシュランで三つ星に選ばれた、高

尾山ですが、よく考えてみるとなぜ山がミシュランの三

つ星という評価？そんなとび抜けたレストランなんて聞

いた事無いし。（もちろん美味しいお蕎麦屋さんやお団子

屋さんはあります。そして夏はビアマウンテン！） 

と思い、改めてちょっと調べてみました。 

 

ミシュランの母国、フランスでは「ミシュラン・ボワイヤジ

ェ・プラティック・ジャポン」という日本旅行ガイドが発売さ

れているそうです。 

（※レストランガイドとは別物で、観光用ガイド。） 

 

 



その中で三ツ星に認定されたのが、富士山や松山・奈良・京都といった観光名所。そして、その中 

に高尾山が選ばれたという事だそうです。ちなみに山で三ツ星に認定されたのは、富士山と高尾山 

だけ。7 年近く前の話題でしたが、やっと 

その意味を正式に知ることとなりました。 

 

 

「見晴し台」の東屋に到着しました。 

と、あれっ・・・ 

いつも登山者で賑わっているこの休憩所。 

この日はちょっと違った様子です。 

なんと写真の通り、「立ち入り禁止」になっ 

ています。見た目は何ともなさそうでした 

が、先月の大雪で何処か壊れかかっている 

のでしょうか？？？ 

 

この日は暖かいせいか、展望は少しぼんやり 

としています。新宿方面のビル群も、霞で 

不明瞭。残念・・・ 

 

少し休憩をして出発。 

最後の階段を登り終えて山頂に到着！時間は 15 時前。 

家を出たのが、12：30 頃ですから、よく考えてみると 

我が家から高尾山はとっても近いのです。それでいて、 

森の豊富な自然環境に入れるとは、本当にありがたい。 

気分転換には最適です。 

（夏はちょっと暑すぎるので、秋から春までがベストか 

な） 

 

季節によっては座る場所もないほどの賑わいを見せ 

る高尾山山頂。この日は写真（下）の通り、それほ 

どでもありませんでした。とは言っても普通の山より 

は多いですが。春霞なのでしょう。富士山はやっぱり 

拝めませんでしたが、高校時代に何度もお世話になった 

丹沢山系は良く見えています。今年は丹沢も異例の積雪 

だったとのこと。そのタイミングで行ってみたかった 

ですね～ 

 

 

山頂でのんびり昼食をとり、あたりを一周。 

茶屋のビールが気になりますが、今はガマ 

ンガマン(笑) 下山してからのお楽しみに。 

 

 

当初は城山・景信山にも行く予定でしたが、 

出発も遅かったのと、戻ってからやらない 

といけない仕事も残っているので、今日は 

ここまで。薬王院に向けて下山を開始しま 

した。 

 

 

 



山頂の記録のために、標識を写真に収め 1号 

路へ。下山を開始すると、北側斜面にはまだ 

少し雪が残っていました。 

 

そして山頂でシャッターの閉じていたビジ 

ターセンターの謎が解けました。現在改装 

工事中との事です。ただ、仮説のビジター 

センターを設置しているそうです。 

右写真。150 歩と言うところが面白いですね！ 

 

＜参考ポイント②＞ 

高尾ビジターセンターは平成 26年 1月 20 日 

から閉館しております。同月 21日から自然研 

究路 5 号路北側にて仮設ビジターセンターを 

開館しております。 

開館時間：午前 10 時～午後 4 時 

休館日：第三月曜日（祝日の場合はその翌日）・年末年始  

所在地：東京都八王子市高尾町 2176 

電話番号：042-664-7872 

なお、改築工事の期間は約 1 年を予定しております。 

（WEB サイト：高尾ビジターセンターより） 

 

リフト乗り場やさる園などを横目に一号路を下ります。 

下りの途中、風が強まり恐ろしい風景！？を見てしまいま 

した。杉の林から黄色い花粉がバッサバッサと空中に舞って 

いるのです・・・これが街に届くのか～ 

私はまだ花粉症になっていませんが、アレルギーの人には 

恐怖の風景だったと思います。見ていても、着ている物が 

黄色くなるのではないかと思えるほどでした。 

 

自宅に帰り、重度の花粉症患者の嫁に話すと、予定していた 

山行を中止にしていました。(笑)                    

斜面に残った残雪 

地元に戻って中華店で念願の生ビールで一杯！！ 

短時間でしたが、高尾山は気分転換には最高ですね。良い一日に感謝！ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

今回サポートしてくれたアイテム 

使用する場面はありませんでしたが、小さい軽アイゼン 

はかさばらないので、いざという時に備えて装備品に 

加えたいですね！ 

 

好きですニッポン 

軽アイゼンシリーズ 

newクロモリ５Ｐ set (ST29)  

材質：クロモリ鋼製。カラー：黒色電着塗装。 

サイズ：50 ㎜×70 ㎜。爪高：31 ㎜。重量：185ｇ。 

   税込価格：\3,402(本体価格\3,150) 
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エキスパートオブジャパン製 自慢のパーツ 
 

リベット、カシメ、ベルト類以外の金属製部品はすべて弊社製です。既製品を使った時代もありましたが、ど

うしても不具合が生じました。既製品を改良したのが、弊社のオリジナルパーツです。 

エキスパートだけの「美錠」と「三股カン」をご紹介します。 

＜美錠＞ 

15ミリ幅のバンドを必要長さで固定する留金具。 

ステンレス製8ｇ 税込価格756円（本体価格￥700） 

エキスパートの生命線たるパーツ。 

バンドを折り返し緩み止めをすると完全に止まります。 

 

 

 

 

＜三股カン＞ 

アイゼンシューズのヒール側ベルト用長さ調整金具。 

三股カン効果で金具とバンドに無理な力がかかりません。 

15 ミリ幅バンド用ジェラルミン製 3ｇ  

税込価格 540 円（本体価格￥500） 

 

 

 

 

 

 

 
自慢のパーツを使用した交換バンド 

 

究めるニッポン 

エキスパート型固定バンド（ＳＮ8） 

 

スノーシューズにセットしてある固定バンド一式。 

木製ワカンや他社製ワカン、アイゼンにも装着可能。 

 

丸カン付フロントバンド２４０mm ４本 

三股カン付ヒールバンド５８０mm２本 

美錠付バンド１０３０mm２本一式 
 

- DATA - 

カラー：レッド 

重量：120g 

固定バンド一式 

税込価格：\3,736 (本体価格\3,460) 

 

修理工賃改訂のお知らせ 
 現在、修理工賃に関して、一律 2000 円（税抜）でお受けしておりましたが、平成２６年４月１日より、 

２５００円（税抜）に改訂させて頂きます。  

よろしくお願い申し上げます。  


