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平成２２年度 スノーシューズ（メタルワカン）生産計画

№ 商品名 税込価格 生産予定数

SN１ スノーラケット黒竜 １０，５００ １００台

ＳＮ１５ スノーシューズＳ ７，３５０ ３００台

ＳＮ３ スノーシューズＭ ９，２４０ １５００台

ＳＮ４ スノーシューズＬ ９，５５５ １８００台

ＳＮ７ ネイルパック １，０５０ １００set

ＳＮ８ エキスパート型固定バンド ３，１５０ １００set

ＳＮ９ スノーシューズ卍用セット ３，９９０ １００set

ＳＮ１０ 美錠付長バンドｓｅｔ ２，１００ 必要に応じて生産

２５幅専用テープ ３，１５０ 〃

ﾙﾊﾟｰﾂ１ １５幅美錠 ７３５ 〃

２ １５幅バックル ２１０ 〃

３ ２５幅バックル ５２５ 〃

５ １５幅丸カン ２６３ 〃

８ １５幅三股カン ５２５ 〃

９ ４×２８アルミ 中空リベット １０５ 〃

１２ １５×５０Ｍ 赤色ナイロンベルト ８，９２５ 〃

１３ ２５×５０Ｍ 赤色ナイロンベルト １０，６３１ 〃

ケット黒竜、スノーシューズＳ、Ｍ、Ｌは９月から生産開始。

ほとんどは社内で生産しています。在庫が不足の際は早急に追加生産いたします。

れの場合は，ご注文を頂いた順に納品いたします。早めにご注文くださいますよう

します。
SN3、SN4



Ｃ クロモリピンペグＭ (C4)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ

長さ：150 ㎜ 重量：30ｇ
税込価格：￥315

Ｄ クロモリピンペグＬ (C5)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ

長さ：180 ㎜ 重量：40ｇ
税込価格：￥378

Ｅ クロモリピンペグＬＬ (C6)
クロモリ鋼(SCM435)製 カラー：黒メッキ仕上げ

長さ：300 ㎜ 重量：80ｇ

税込価格：￥630

大型テント、ボーイスカウト仕様

クロモリピンペグ展示用商品 サービスキャンペーン

９月 30 日までにＭ、Ｌ、ＬＬのいずれでも５本以上ご注文いただいたお店には同種の展示用商品を１

本サービスさせていただきます。ただし、１店につき１本限り。すでにお取扱中のお店にも適用させてい

ただきます。

クロモリ鋼製テント用杭など世界中探しても類がありません。世界唯一。近頃売れ筋の商品です。

クロモリピンペグ３種

○ 硬い地面でも使用できるクロモリ鋼ピンペグは世界唯一。

細身であっても強度が保て軽量化可能。１０枚重ねても３５mm の厚さ。

○ 引っ掛け式で扱いやすい。風にテントがあおられてもロープがはずれない「あごつき」仕様。

ロープが傷まぬよう成形加工済み。１０mm 径のロープが使える。

○ 加工困難なクロモリ鋼製の割に安価。

クロモリピンペグがあるのにステンレスピンペグＬ（Ｃ７）をリストに加える事情

ステンレス（ＳＵＳ３０４）２㎜製、長さ１８０㎜重量２５ｇ、税込価格￥４４１－は、全日空旅客機の客室乗務

員にテロ対策用のアイスピックとして機内サービスで使用されています。平成１９年から続いている本

当の話です。

負けるなニッポン

ク ロ ス ペ グ(C10)
○ 携行時に１０枚重ねても 46mm。使用時は十字型に開く。雪

の重さを利用してテントを設営する杭。海岸や砂地でも砂

に埋めて使える。世界唯一のクロスペグ。

○ 回収法は、引り綱を横に引くと抵抗が少なく抜きやすい。

○ 出発前にテントの引り綱にクロスペグを結んでおくと、設

営時間を大幅に短縮できます。

○ クロスペグに無理な力がかかって変形した際は、もとにも

どせば何度でも使えます。弊社では修理いたしません。

（ロープ

スーパーランナー →

←引り綱

税込価格：￥682

使用例
ジュラルミン製 カラー：シルバー 重量：17.5ｇ

サイズ：長さ 150mm×幅 20mm×厚さ 4.6mm
、スーパーランナーは別売りです。）







ン
輸入品には特許商品のコピーがいくつもあると聞きおよびます。我社のアイゼ
はクロモリ製鋼です。強いぞニッポン



続々 徒然の山
第１ ０ ０ 章 山百合紀行

国営武蔵丘陵森林公園 花と緑と水に囲まれた広大な敷地面積は３０４㌶。東京ドームの６５倍の

広さ。１９７４年に全国で初めて国営公園としてオープン以来、遠隔地からも家族連れを中心にたくさんの

入園者が訪れ、埼玉県有数の集客を誇る。サイクリングやウォーキング、ボール遊びにバーベキューと大

自然の中で存分に遊べる環境をもつ。芝生広場、丘陵、花壇、雑木林、小川や沼など、園内のすべてが

絶好のお弁当スポットになる。東武東上線「森林公園駅」北口から直通（南口行き）バスで７分。関越自動

車道｢東松山Ｉ･C｣からは熊谷方面へ１０分。開園９時半、閉園（３月～１０月）１７時。埼玉県滑川町山田１

９２０ 管理事務所 ０４９３（５７）２１１１

山百合 ユリは世界に９６種類確認され、北半球にのみ自生している。日本には１５種自生しており、そ

のうち８種が日本固有の種。山百合が自生しているのは日本だけ。もともと美しかったためか、日本では

江戸時代まではほとんど品種改良がなされていない。１９世紀以降に海外に紹介されて大絶賛を受け、

今では日本自生の美しい種として数多くの品種が作られている。ユリ科ユリ属の球根植物。草丈は１～１．

５㍍。花期は７月～８月頃。花弁が外に弧を描きながら広がって１～１０個程度咲かせる。花弁の大きさは

直径２０㎝以上、ユリ科の中でも最大級。その重みで全体が傾く。花は白色、花弁の内側中心に黄色の

筋と紅色の斑点がある。花の香りは日本自生の花の中では例外といえるほど、甘く濃厚でとても強い。発

芽から開花までには少なくとも５年以上かかり、株が古いほど多くの花をつける。見た目が豪華で華麗な

ことから「ユリの王様」と呼ばれる。 森林公園パンフレットより転載

ヘリテイジ四季
と き

の湯温泉 森林公園の西側に位置するリゾートホテル「ホテルヘリテイジ」に併設

された日帰り温泉。落差１５㍍の滝が見所の水着着用の打たせ湯、混浴大露天風呂は首都圏最大級。

大浴場、お座敷風呂、サウナ、塩サウナなどのさまざまは浴場やボディケア、フェイスエステ、フットケア、

あかすりのコーナーも備える。また南欧風な雰囲気のホテルにはプールやゴルフコース、テニス場の設

備もあり、カップルやファミリーで楽しめる。東武東上線森林公園駅北口から送迎バスあり。森林公園中

央口から車で１５分。営業時間１０時～２２時、入浴料小人５００円、大人１０００円。埼玉県熊谷市小江川

１７６． 電話０４８（５３６）１１２６

まぼろしの山百合

――７月１０日～８月上旬にかけて森林公園では関東最大級のヤマユリが１万株自生して３千株が咲く。

山百合街道が名所――

これは東武東上線社内広告の概要。宣伝文句に誘われてワイフに話すと同行したいという。

日本列島は７月１８日、北海道や九州南部を除く広い範囲で梅雨が明ける。関東地方の猛暑日は今年

初めて。東京大手町でも３１．７度を観測。全国で数人が熱中症で死亡する。熱いぜニッポン。

７月１８日 真夏日

三連休の中日とあって道路混雑を予想して７時きっかりにワイフが運転する車で恵比寿の自宅を出発。

首都高、関越自動車道を走行する。事故渋滞に巻き込まれたりするが、東松山Ｉ・Cからは滞りなく走り、９

時３０分の開園時間には森林公園中央口に近い駐車場にたどり着く。

中央口から入園。念のため、山百合が群生するという ヤマユリの小路 への道順をたずねる。

「今年は開花が遅れています。」

どうやらヤマユリの小路にはまだ咲いていないらしい。さらに山百合街道はヤマユリの小路の別名のよう

だ。

「山百合が咲いている場所は何処です」

語気を強めて問い質
と い た だ

し、とりあえず舗装路を第 1 ポイントに向かって北上する。左方にカエデ園入口を

見送る。つぎに右手に彫刻広場が現れ、その先で道端に山百合がぽつんぽつんと咲く場所にでる。お

世辞も群生はしていない。だが、ここが森林公園隋一の山百合の名所、第１ポイントに違いない。

華麗な山百合を期待するのは、もうやめた。



寂しそうに咲く山百合にレンズをあわせて淡々とカメラのシャッターを押し。その場を離れる。

都市緑化植物園展示棟に隣接するハーブガーデンで一休みする。カブトムシが数匹、樹液を吸う大木

を見つけて子供たちが喜ぶ。それにしても日差しが強い。照り返しが肌をじりじり焼く。

西側に向きを変えて進むと、左下方に山田大沼が近づく。涼を求めて渓流広場に下り、売店でソ

フトクリームとアイスキャンデーを求めてかぶりつく。鵜が群棲する大沼の橋を渡ると、やがて中央口

の噴水広場にでる。

駐車した車にもどる。車内に置き忘れたスポーツドリンクが熱くて飲めない。

走る車中から車道際に山百合の群落が見える。その場を通り過ぎ、ぼやくことしきり。

「なんだよ。森林公園よりも綺麗に咲いている」

目まいがするほど暑くてたまらぬ。



ヤマユリを

さがし あぐれし

しんりんの

花は うたかた

せめて ゆめぐり

四季
と き

の湯紀行

四季の湯の道標の案内に導かれてヘリテイジホテルの入り口に車を乗りつけると、守衛が入浴施

設への道順を教えてくれる。温泉玄関に近い葦簀
よ し ず

の屋根が張られたスペースに車を止める。余分な

荷は車に残す。入浴手続きをすませて長い廊下を歩く。ししおどしが置かれた日本庭園から湯屋に

入り、バスタオル、フェイスタオル、室内着を手渡されて地下一階の男女別暖簾をくぐる。

（温泉名）四季の湯温泉。（泉質）ナトリウム－塩化物温泉〈高張性、弱アルカリ性〉。（泉温）２７．

３℃。（効用）神経痛、関節痛、五十肩、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、切り傷、やけど、慢性皮膚病、アトピー、虚弱児童、慢性婦

人病、運動麻痺。（性状）淡黄色透明、塩辛味。加温、消毒をする循環ろ過式。打たせ湯のみ加水、

他は掛け流し。ＰＨ７．６４。

一風呂浴びたら、大広間レストランに座ってソーメン、ビールを味わう。成行きで混浴の大露天風

呂や打たせ湯にも行こうと話しがはずむ。酔った勢いで、水着を着用して浴室に向かう。

露天風呂の外側に「この先は混浴につき水着着用」の注意書きがしてある。鍵のないドアを開ける

と、先ず滝の威容に圧倒される。高さ１５㍍の断崖に豊水量の堂堂とした滝があたりにしぶきを散ら

せて落下する。滝が発するマイナスイオンを入浴客らが全身に浴びる。

おかげで元気をとりもどす。大滝左側には打たせ湯が落下する深い露天風呂もある。打たせ湯で

湯に打たれ、混浴を楽しんだら湯からあがろう。

極暑には勝てない。山百合には未練が残るが、湯は満足です。

また来ようね。 同行者 正子

≪タイム≫
恵比寿駅 ７：００

(車）
関越自動車道東松山 I･C ９：２０

(車)
森林公園中央口 ９：３０
彫刻広場 ９：５０
第１ポイント １０：０５
ハーブガーデン １０：３０～１０：４５
渓流広場 １０：５５～１１：０５
森林公園中央口 １１：２０～１１：３０
（車）
四季の湯温泉 １１：４５～１４：４５
（車）
ＪＲ武蔵野線北朝霞駅 １５：５５
京浜東北線川口駅 １６：１０～１６：１８
帰社 １６：３３

（北朝霞駅で私を降ろしたワイフは車で恵比寿に向かう。恵比寿着 １７：００）


