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クロモリ８Ｐ卍、１２Ｐ卍、１４P 卍と同じ装着方法

景気回復祈願セール 第２段

別のご高配を賜り、ありがとうございます。景気回復祈願セール 第２段として

を格安にてご提供させて頂きます。

特別価格 通常の商品を上代の 40％ にて。

期 間 2010 年 10 月 16 日～同 11 月 15 日。

数 量 限定数がなくなりしだい終了します。

ご注文の際 セール分 と明記ください。

ユーザー対象外。

（対象商品） （税込上代） （セール出荷価格） （限定数）

Ｔ７） クロモリ６Ｐｓｅｔ ￥７,８７５ ￥３,１５０ ２００台

Ｔ１２） クロモリ１０Ｐ卍ｓｅｔ ￥１８,９００ ￥７,５６０ ２００台

ニッポン
リ１０Ｐ卍 set(ST12)

325 ㎜～215 ㎜。重量/660g。
の仕様８Ｐと同じ。



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

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

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

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。

クマとの遭遇対策 ベルシリーズ

今年はクマに襲われる被害が相次ぎました｡ベルシリーズは山中でクマと遭遇を防ぐ目的で開発し

ました｡ハイカーの必需品です｡

特長

○ 鈴音がもっともよく響きます｡振り子の形状と吊り紐のワイヤーで

が、音響効果を高める。

○ 振り子、吊り紐が 1本のワイヤーで構成。堅牢性にすぐれる。

○ ベル、振り子が酸化しても、鈴音は永久にそこないません。研磨材

で磨くときれいに輝きます。自衛隊からも引合いがある熊との遭遇

対策グッズです。
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



スーパーランナー →

クロスペグ（C10）

ヒット商品紹介

年々、生産数が増えている最新のテント設営用ペグ（杭）です。携行児は２０㎜×１６０、㎜のアルミ板

として収納できます。使用時には開いてクロス（十字）型のペグになる軽くてコンパクトで便利なすぐ

れものです。

登山用品店には不可欠なアイテムです・

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。

インターネットで石

10 年も前に岳友からその旨知らされていまし

てくれたのか、頼んだ覚えもありません。当時は

今年 10 月のその件を思い出し、ワイフに頼みま

「インターネットで石井貞男を検索して欲しい」

結果 10 年前にくらべると、多くの事柄が紹介

容まで詳しく掲載されています。

非難や悪口は載っていません。インターネットに

ん。

お得意様各位もインターネットで試しに石井貞

すよ。

←引り綱

（ロー

ジュラルミ

サイズ：長さ

税込価格：￥682
使用例
井貞男が検索でき

た。本人は時代遅れ

『徒然の山』の著者と

した。

されています。㈱エキ

書き込んでくれた強

男を検索してみて下

プ、スーパーランナーは別
クロスペグ (C10)
ン製 カラー：シルバー 重量：17.5ｇ

150mm×幅 20mm×厚さ 4.6mm
ます

のパソコン音痴です。誰がそうし

のみ紹介されていました。

スパートオブジャパンの業務内

い味方に感謝するしかありませ

さい。いろいろ紹介されていま

売りです。）



冬シーズンを迎えて ご挨拶

山が好きで物作りが得意だから、登山業界のメーカーになりました。好きな仕事を真面目にやって

いるうちに、メードインジャパンのピッケル、アイゼン、スノーシューズ、その他諸々の最後のメーカーに

なりました。山を歩けるかぎり頑張るつもりです。皆様にはもちつ、もたれつ、のおつきあいのほどよ

ろしくお願いもうしあげます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ
第2章 奥武蔵・物見山から日和田山を

経て巾着田そしてまきばの湯

北向地蔵
きたむき じぞう

鎌北湖西南に位置する地蔵尊。お堂に掲げられた案内によれば、1786年（天明6年）

に流行した悪疫を防ぐため、野州岩舟地蔵尊より分身として譲り受け、北の方角岩舟地蔵尊に向い

合せ守護神にしたと伝えられる。丁度北を向いて立っているので北向地蔵の名で信仰されている。

現在では男女逢瀬をとりもつ縁起地蔵としても親しまれている。物見山へはお堂前を右へ、直進し

て南下すると西武池袋線武蔵横手駅に至る。

物見山
も のみや ま

埼玉県西部、飯能市の北、高麗川左岸の奥武蔵高原から南東に延びる尾根上の末端

の山。標高375.4㍍。堂平山とともに一等三角点をもつ。尾根つづきの高指山、日和田をつなぐハイ

キングコースは人気がある。

高指山
たかざすやま

物見山を日和田山の間、どちらかというと日和田山に近い山。山頂が電波中継所に占領

され、ゲートに閉ざされているため登山対象外とする。

日和田山
ひ わ だ や ま

と巾着田
きんちゃくだ

は『続々徒然の山』第 96 章日和田山の項を参照されたい。

曼珠沙華
ま ん じ ゅ し ゃ げ

ヒガンバナの別称。四華の一つ。天上に咲くともいわれ、見る者の心をなごませる。ヒ

ガンバナ科の多年草。田のあぜ、墓地など人家近くに自生。秋の彼岸のころ、30㌢内外の一茎をだ

し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は六片で外側に反り、雌しべ、雄しべは長く突出。冬の初めの

ころから線状の葉をだし、翌年の春枯れる。有毒植物。鱗茎は石蒜
せきさん

と称し、薬用楜料とする。カミソリ

バナ、シビトバナ、トウロウバナ、捨子花、天蓋花の別名がある。（広辞苑） 巾着田には 5 ㌶の群生

地に百万株の曼珠沙華が咲き乱れると報道される。最寄りの西武池袋線高麗駅には9月13日～26

日の間、特急レッドアローが臨時運転、臨時停車する。

山と花と湯巡り

今年4月に日和田山に訪れた折、巾着田に咲くという百万株の曼珠沙華を知る。巾着田管理事務

所（電話 042-982-0268）に問い合わせると 9 月 25 日ごろが満開にらしい。それにあわせて山歩き

と、下山後の温泉を巡るプランをたてる。

9 月 26 日 快晴

早朝、タクシーで恵比寿駅に向かい、ＪＲ、東武東上線、東武越生線経由で毛呂駅に下車する。い

つも公共交通機関を利用しているが、バスの待ち時間が長かったり、バスの便がない際はタクシー

を利用する。

東毛呂駅前で客待ちをするタクシードライバーに地図を見せる。

「鎌北湖先の北向地蔵までやってくれますか」

「いいですよ。お乗りください」



若いころ、山登りをしていたドライバーが二つ返事で応える。走行中にはコースの説明もしてくれる。

車道を歩いて登るハイカーを追い抜き、北向地蔵に横づける。

私を降ろしてその先でユーターン、クラクションを軽く鳴らして引き返すタクシーを見送る。

お堂前の道標にしたがって右折、緩斜の尾根道を下り、車道を横切る。つぎに右方から西武線武

蔵横手駅からの登路、その先で左方から宿谷の滝からの登路をあわせる。右に物見山の巻き道を

分けるが、ひたすら物見山を目指す。

東南側に展望が開かれた物見山山頂で一息つき、短いくだりで車道に降り立つ。左方に進み「ふ

じみや」の茶屋前、東屋前をすぎる。車道歩きは高指山直下までつづく。

電波塔が立つ高指山は山頂を取り巻く。頑丈なフェンスに登頂を阻まれる。少しもどって車道右側

の日和田山への案内に導かれて登山道をコルへと下り、しばらくは岩稜を登る。

百人ほどのハイカーが休らぐ日和田山頂にはスカート姿の山ガールらも憩う。広場に立つ高さ5㍍

もあろう石造りの塔と並んで記念撮影をしたり、東側の日高市街を望み、しばし寛ぐ。

金毘羅神社の周辺やすぐ下の展望台にも大勢の人がたむろする。女坂を下降路にとり、男坂分岐

近くの大鳥居で一服したあとは下りにまかせる。

巾着田だより

日和田山を下山した高麗本郷の交差点周辺は巾着田に訪れる人々が列をなす。車道も大渋滞で

大型の観光バスも混じる。これが皆、曼珠沙華を見にきた人たちばかりだ。人々の流れにあわせて

前進すると曼珠沙華が土手に咲く高麗川ほとりにでる。だが、花よりも観光客のほうが多いかも知れ

ない。今年の曼珠沙華は酷暑の影響で開花しきれなかったように思える。

こまがわの

ほとりに むれん

ひがんばな

猛暑のあきには

さみしげに咲き

巾着田の曼珠沙華



早くも枯れはじめた曼珠沙華を見納め、巾着田に足を運ぶとコスモスの群落が莟をふくらませてい

る。10 月にはコスモスが花見ごろになろう。

2010 年 9 月／単独行

≪タイム≫
恵比寿駅 6：51
（JR、東武東上線、東武越生線経由）
東毛呂駅（タクシー） 8：20～8：25
北向地蔵 8：45～9：02
物見山 9：40～9：50
ふじみや茶屋 10：03
高指山分岐 10：18
日和田山 10：48～11：00
大鳥居 11：25～11：30
巾着田（タクシー） 11：40～12：30
川越線高麗川駅 12：45～13：03
笠幡駅(バス) 13：16～13：30
サイボクまきばの湯（タクシー）13：40～14：35
笠幡駅（川越、大宮経由） 14：45～14：55
川口駅 16：08
帰社 16：50

サイボクまきばの湯

「川越線高麗川まで歩いたら、けっこう遠いですよ」

巾着田管理事務所職員のアドバイスを聞いてタクシーを呼び、高麗川駅に移動。笠幡駅で途中下車し

て「まきばの湯」行きのバスを待つ。

サイボクとはまきばの湯の前身、埼玉牧場の埼牧の名を温泉名につけたのが謂
いわ

れ。地下 2000 ㍍の温

泉母岩を流れる湯脈から湧出した源泉。湧出量毎分 922ℓ、総成分量 7016ｍｇ、五ツ星認定の源泉掛け

流しが自慢の天然温泉。埼玉県日高市大谷沢 546。電話 042（989）4126｡

都心から 50 キロの圏内｡ＪＲ川越線笠幡駅下車｡「サイボクまきばの湯行き」東武バス乗車時間 5 分で終

点下車｡840 台が収容できる駐車場有｡車利用の場合はカーナビに「サイボクハム｡電話 042（985）0869」

で検索する｡

温泉は大浴場、マッサージ浴、足湯、サウナ、露天風呂、ほかにも多くの入浴設備が整う日帰り温泉。

（泉名）サイボク天然温泉。（泉質）ナトリウム‐塩化物泉〈弱アルカリ性低張性温泉〉。（泉温）40.6℃。

（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､うちみ､くじき､慢性消化器病､痔疾､

冷え症､病後回復､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）琥珀色､塩味

と微鉄味有す｡PH8.1。

とにかくでかい。温泉の他にミートショップ、パン工房、レストラン、アスレチック、パークゴルフ、陶芸教

室、バーベキュー、地元野菜直売所などもある。

入浴するだけで、たちまち1時間がすぎる。バスは出発したばかりとあってフロントにタクシーを呼んでも

らい、笠幡駅にもどる。





クロモリ６Ｐｓｅｔ（ＳＴ７）
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。
サイズ/165 ㎜×83 ㎜。爪高 31 ㎜。
重量/380g。フリーサイズ。
税込価格/￥7,875

楽ですニッポン
クロモリ６Ｐｓｅｔ（ＳＴ７）

○ 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。

○ バンドを丸カンや三股カンの外側から通す「フリクション装着法」を使うとさらに安定感が

良くなります。

○ ６Ｐ～１４Ｐ卍はすべてスノープレート、ターポリン製ナイロンハードケース付。

スノーシューズ S、M、Ｌと同じ装着方法


