我社の商品はすべて Made in Japan 表示をしています。
〒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

愛するニッポン

ベル シリーズ
○ シンプルな造り、世界一良く鳴る熊鈴です。売れ筋商品です。ご注文下さい。
○ 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。
ベルの理論
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。

プチベル (C17)
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
アウトドア・スポーツではこ
の大きさが限界かも…
ベルは大きいほど鈴音が
響きます。
税込価格：￥2,940

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
デザイン、鈴音にも工夫を
こらしました。定番人気商
品。
税込価格：￥1,890

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
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：￥1,680

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
澄んだ鈴音が魅了する
ミニサイズの鈴です。
税込価格：￥1,050

アイゼン＆プチドラのメンテナンス
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。
下山後のメンテナンスを叙述します。
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
収納ケースに入れて、湿気のない場所に保管します。

スノープレートの要旨
当初は、ＰＰ（ポリプロピレン）で生産していま
したが、寒さに弱く、割れやすいために現在のＥ
ＶＡ（ゴム系樹）に変えました。寒さに強い素材
ですが、すり減る消耗品です。クリップもアルミ
製です。

リトルベアー卍 set(ST9)

すいそぜいせい

水素脆性理論
脆性はもろさ。焼入れ処理をした鋼材を酸に浸すと、水素が発生し、塑性、延性を失い外力による
変形の小さいうちに破壊する現象。我社では水素脆性を避けるためにアイゼン、プチドラゴン塗装
時の酸洗いを厳禁しています。

向日葵日誌
本記３月号（通巻３０６号）でお知らせしたロシアヒマワリの種、３０数粒のその結果を報告します。
４月２０日 ５基のプランターに６粒づつ種を植えました。１週間ほどで発芽。
５月１３日 苗が５㎝ほどの高さに育つ。弊社東側の敷地の窓端に苗を植え、その周囲に腐葉土を
散布しました。只今は毎朝、水をじょうろでまいています。

納品時の事務処理改革
指定伝票については各取引先の方針通りです。弊社発行の自社伝票についてのみ適用させてい
ただきます。
自社伝票は１枚目が納品書の控。２枚目が請求書。３枚目が納品書。４枚目が物品受領書。 の４枚
１組です。出荷時には注文品と納品書と物品受領書を添付する習慣です。物品受領書は本来、受領
印を押して弊社に送り返すべき書類ですが、物品受領書が返送された例は一度もありません。また、
それを催促した覚えもありません。
どう考えても、何の役に立たない物品受領書は不要です。印刷費用もかかりますので、今後は納
品書のみを注文品に添付させていただきます。

アイゼン＆プチドラ パーツリスト
Ｈ２２年５月６日記 （価格はすべて変わらず）
部品名
税込上代（円）
備考
４Ｐ、５Ｐ用 固定バンド
２，４１５
５Ｐ卍用 固定バンド
１，９４３
６Ｐ卍用 固定バンド
３，４１３
リトルベア卍用 固定バンド
３，４１３ ショートリトルベア共用
８Ｐ卍～１４Ｐ卍用 固定バンド
１，５７５
プチドラゴン用 固定バンド
２，５２０
４Ｐ、５Ｐ用 スノープレート
１，００８
６Ｐ用 スノープレート
２，０１６
リトルベア卍用 スノープレート
２，０１６ ショートリトルベア共用
８Ｐ卍～１４Ｐ卍用 スノープレート
２，５２０
スノープレートキット
２，９４０
４Ｐ、５Ｐ用アイゼンケース
１，５７９ プチドラ、５Ｐ卍共用
６Ｐ用アイゼンケース
１，８９０ リトル、８Ｐ～１４Ｐ卍共用
リトルベア用ワッシャ付ボルト、ナット
１０５ １本
８Ｐ卍～１４Ｐ卍用ボルト、角ナット
４２０ １本
六角レンチ
２１０
スパナー
３１５
８Ｐ卍～１４Ｐ卍用ジョイントＳ
２，５２０ ２本
ジョイントＭ
２，０１６
ジョイントＬ
２，０１６
ジョイントＬＬ
２，５２０
スノープレート用ＡＢＮカシメ
２１
スノープレート用アルミクリップ
１０５
ワイヤー交換
１，５７５ 卍式片側のみ
クロモリ６Ｐset は、靴サイズ２０㎝以上に装着可 フリーサイズ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

続々
第九七章
鎌北湖

も

徒然の山
か ま き た こ

奥武蔵・鎌北湖から黒山へ

ろ

埼玉県入間郡毛呂 町にある荒川水系大谷木川の干害用人造湖。流域面積２．３キ
ロ・中心コア型アースダム。周囲は外秩父山地にかこまれ、奥武蔵山域に属する。ヘラブナ釣りに
訪れる人が多く、ソメイヨシノ・モミジの名所でもある。名物はイノブタ料理。
じゅうに まが

十二曲り 鎌北湖の西側に連なる稜。右に左に曲る尾根を登っては下り、登り返す一帯。その間、
眺望はほとんど得られず、登山道も不鮮明で車道を横切る箇所もある。
くろやま

黒山鉱泉

おごせ

明治の初めに発見された冷泉。近くに越生梅林や黒山三滝などの観光地があり、
多くの文人たちも訪れた鉱泉宿。宿から少し離れたところに田山花袋の記念碑がある。

桜と湯めぐり
埼玉新聞社発行の『埼玉 花めぐり』が新聞と一緒に配布された。そこには鎌北湖がソメイヨシノ
の名所と紹介してある。所轄する毛呂山町産業振興課商工観光係 電話 049（294）0232 に問い合
わすと、４月４日あたりから満開に咲くという。
４月４日 晴のち曇
都内の桜はその日が盛り。恵比寿からＪＲ新木場線、東武東上線、川越線、八高線をあわただし
く乗り換える電車内からも桜の花見をする。
八高線毛呂駅から鎌北湖へのバスは廃止さ
れ、歩くと１時間要す。タクシーならば１０分ほ
どで鎌北湖入口のボート乗り場へ運んでくれる
あたりを見渡して愕然とする。湖周辺のソメイ
ヨシノはまだ莟。周辺の山々は若葉が萌え春
色に染まっているのに桜は二分咲きだった。

もろのさと
はるはまだあさき
かまきたの
よしのさくらは
つぼみふるわせ

ぐだぐだ云うまい。気をとり直して湖左岸沿いの車道を歩く。湖畔にはたくさんの人々が釣りを楽
しんでいる。分岐にでるごとに地図を広げる。であう人にも詫びて道をたずねる。道路標識はあるも
のの、登山者対象の道標は困ったことに分岐にも見当たらない。
林道権現堂線二股を右折、つぎの二股でもまた迷う。聞けば誰もが皆丁寧に応えてくれるが、会
う人ごとに応えが違う。後方から追いついた女性二人連れに会わなかったら、途方にくれていたか
も知れない。
この山域を精通している彼女らは迷わずに前進する。林道の東吾野、ユガタ分岐を左折、登山
口から急坂を登ってエビガ坂に達する。一休みしたあと、左方の物見山方面に向かう二人と別れ
る。
「ありがとう。また山で会いましょう。」
右の稜線をたどり、十二曲りで小峰をいくつか越える。何度目かの下降途中で登山道を見失う。
だが、樹間に車道が見下ろせる。幹、根を手がかりに急斜を強引に下り、足の筋がつるのをかまわ
ず車道に降り立つ。車道を右に５分歩くと正規のルートにもどる。
車道を横断、右へ３分歩き、「吾野駅、顔振峠。鎌北湖」分岐にであう。ふたたび小峰越えを繰り
返し、送電線鉄塔下をくぐると、間もなく右方に獅子ガ滝からの登路をあわせる。すぐ左には車道
も見える。
露岩帯を急登して１本杉峠への分岐に出る。一本杉峠から北側の稜を経由しても黒山へ下山で
きるが、あえて楽なコースを選び、１本杉峠は往復するだけで満足する。

暗い杉林中にひときわ大きな杉の巨木が堂々とそびえ立つ。見仰いでも高すぎて視界に納まら
ない。見上げたもんだと一礼して分岐へ引き返す。
越上山（５６６．５㍍）手前の鞍部からは林道笹郷線に入る。舗装路を下りっぱなすと３０分ほどで
最終人家が現われ、さらに３０分の車道歩きで黒山バス停留所に到着する。

黒山鉱泉たより
バス停手前の黒山三滝入口の門の奥に建つ黒山鑛泉館に日帰り入浴する。埼玉県入間郡越生
町黒山１４３６。電話０４９（２９２）２２２６ 東武越生線越生駅から川越観光自動車のバスで２５分。終
点黒山から徒歩３分。
昭文社発行の山と高原地図『奥武蔵、秩父にはバス停前の東上閣も入浴可と記してある。
ともかく入浴料１０００円払って湯に入る。男性用は掃除の行き届いた岩風呂風。露天風呂はな
い。窓からはムラサキツツジの花が見えるそうです。（泉名）黒山鉱泉。（泉質）単純鉱泉。成分の
含有量不足で温泉ではない。（泉温）１８．２℃。（効用）関節痛、皮膚病など。（性状）無色、澄明、
無臭。さらさらして肌にやさしい。循環式、加温、消毒している。
１時間に一便しか運行してないバスの時刻にあわせて風呂からあがる。
バスの車中から眺める山が春色に萌える。
帰ろかな。
≪タイム≫
恵比寿駅
6：51
ＪＲ、東武東上線、川越線、八高線乗り継ぎ
八高線 毛呂駅
8：24
（タクシー）
鎌北湖
8：35～8：45
東吾野、ユガテ分岐
9：25
エビガ坂
9：45～10：00
小峰からルートを誤り
車道へ
10：20
正規ルートへ
10：25～10：35
車道横切り吾野駅、
顔振峠ルートへ
10：38
送電線、鉄塔下
10：50
獅子ガ滝分岐
11：02
１本杉往復
11：13～11：25
林道笹郷線
11：28～11：37
黒山鉱泉
12：28～13：14
（バス）
東武 越生駅
13：32
東部越生線、東武東上線、ＪＲ武蔵野線乗り継ぎ
川口帰社
15：50

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

北関東花めぐり、はとバスの旅
群馬県立国指定名勝館林つつじケ岡公園 つつじも大きく育つと銘木になる。訪れた人々はあ
まりの美しさに我を忘れよう。伝説によれば、慶長１０年、初代館林城主・榊原康政が愛妾お
辻の方をしのび、ヤマツツジを植えたのがツツジ群落のきっかけ。樹齢８００年を越えるヤマ
ツツジに加え、歴代城主などによって保護増植され５０余種、約１万株のツツジが植栽された
ツツジの名勝地。東北道館林 IC の西方。館林市観光協会 0276（72）4111
足利フラワーパーク 樹齢１００年をすぎる藤棚が最大のシンボル。１８００株のバラ、１０００本のシャ
クナゲ、５００株のクレマチス、３００本以上の藤の木が植栽されている。藤の花は４月下旬の「うす紅
藤」に始まり、「むらさき藤」、「大藤」、「八重藤」、「白藤」とつづき、５月に咲く「きばな藤」が６種類、
順を追って咲き乱れる。フラワーパークは館林つつじケ岡公園の北方に位置する。栃木県足利市迫
間町６０７． 電話０２８４（９１）４９３９
茂木・花の山 町市街地を一望できる花の山は桜の名所でもある。山すそから頂上まで桜のアー
チがつづき、登りつめると桜の花に囲まれた城山公園にでる。３５００坪に３５０００本の花木が植えら
れた樹の花自然園。２月中旬のツバキに始まり１１月中旬の紅黄の季まで楽しめる。炭の足湯はぜひ
おすすめ。北関東自動車道真岡 IC、友部 IC より３０分。
栃木県芳賀郡茂木町小山１０６７． 電話０２８５(６５)１１８７

Ｇ・Ｗはなんとも忙しい旅をする
ワイフに誘われて館林のツツジ、フラワーパークで藤、花の山で樹の花を観賞するはとバスツ
アーに参加する。
５月２日 快晴
集合場所の池袋東口を出発したバスは首都高、東北自動車道を走行する。その先の渋滞を避けて
Ｒ１７、Ｒ１２２を経由して館林を目指す。予定より１時間ほど遅れてツツジケ岡公園につく。
公園内は観光客であふれんばかり。つつじの木よりも人間のほうが多いと思われるほどの大混雑。
大勢の人々が狭い通路を右往左往するものだから、もう大変。なんとか赤、紅、紫、白、橙色の今が
盛りのツツジの花見を楽しむ。
バスは次の目的地へと移動する。だが、Ｇ・Ｗのまっただ中とあって、どこに行っても渋滞に巻き込
まれる
足利フラワーパークに入園しても人波にもまれる。さらにお目当ての藤の開花が２週間ほど遅れる。
ここではまだ莟の藤棚を見上げてがっかりする。
最終目的地では夕暮れの花の山を散歩する。カジカガエルの鳴声が聞こえる。帰り途中の道端で
足湯を見つけて指を入れると温かい。
「ふたを空けて自由に足を入れてください。」
注意書きを読んで靴を脱ぐ。
（泉名）炭の足湯。湯槽に炭が入っている。（泉温）４２℃。（効用）殺菌、消毒、消臭、血行促進、癒。
（性状）加温している。掛け流し式。足湯の谷側にはヤマブキの黄色い花が満開に咲いている。山の
花を眺めながら１０分以上、足湯に浸かると、足の疲れが半減したような気がする。

やまぶきの
はなにかこまれ
炭湯につかり
花の山すそ
あとにする
≪タイム≫
池袋駅東口
館林つつじケ岡公園
足利フラワーパーク
茂木花の山
池袋駅東口

７：５７
１１：４０～１２：５０
１３：５２～１５：１５
１６：４０～１７：４５
２１：２０

同行者 石井正子
はとバス コースの案内、問合せ ０３（３７６１）１１００

安心のニッポン
ガス抜きレンチ（Ｃ１４）
各種スプレー缶、カートリッジ式ガス缶用。 缶の底部にレンチの先端を引っ掛け、グリップを押すと、
てこの原理で簡単に穴があき、缶内の残留ガスが放出されます。ガス抜きは必ず火気のないところ
で行って下さい。水の中でガス抜きすると安全
にガス抜きができます。きりにはガス抜き溝が
使用例
ついています。きりの回転でガスの放出方向が
選べます。

―― データー ――
きり／黒色焼入鋼製
重量／７０ｇ
税込価格／ ￥１,７６４

やさしいニッポン

鈴掛 (C12)
鈴掛はベルが衣服やザックに触れることなく
携行できるベルハンガーです。
※ミニベルは未対応、ベルは別売りです。
―― データー ――
ジュラルミン(A7001)製
カラー／ブラック重量：25ｇ
税込価格／￥1,155

プチドラゴン展示用商品１台サービス キャンペーン 継続中
６月３０日までにプチドラゴン（ノーマルサイズ）を２台以上ご注文頂いたお店には展示用商品を１台
サービスさせていただきます。但し、１店につき１台限り。ナイロンケースなし。すでにお取扱中のお店
にも適用させていただきます。

スーパーランナーＬ (C3)

普及目的のためＨ22 年 6 月 1 日より値下げします

ジュラルミン(A5052)製
カラー：シルバー （２個入り）
重量：15ｇ 穴径：10 ㎜φ
ロープ有効径：6 ㎜Φ～9 ㎜Φ
税込価格：￥６３０ 新価格：￥４２０

