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猛暑お見舞い申し上げます

弊社の夏休みは８月１２日～８月１６日の間です

２０１１年盛夏

株式会社エキスパート オブ ジャパン

社長 石井貞男

社員一同

くそ暑い

盛夏に耐えて

汗ながし

冬山用品

しこみ励まん

向日葵日誌
7 月 1 日

ビッグヒマワリが一輪、開花。可憐な花

を咲かせました。残りも莟をふくらませて

います。高さは２m。

7 月 17 日

猛暑日つづきでビッグヒマワリは３mに成長、ミニヒマワリは枯れそうです。
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モデルチェンジした

ALIEN
エイリアン

＃ ５
ファイブ

(S13)
○ 上部カメラ台座にハイプロテクションフィルムを貼りつけカメラが傷つかないようにしました。

安定感もさらに良くなります。

○ ステッキ、ストック、ピッケルがカメラの１脚になるア

タッチメント。

○ グリップ形状にかかわらず、上、下の固定バンドを

締めるとエイリアン＃５が固定できます。

○ カメラを横向きにしたいときはタレットボルトを横

のネジ穴に移してください。

○ ポケットに入る軽量コンパクトサイズ。

エイリアン＃４は終了い

① カメラを横にしたい場

カメラを縦にしたい場

てください。望遠鏡を

５の最上部に付けてく

② 上部の半円部にステッ

さい。ストック（スキー用

にするとエイリアン＃

③ バックルに通したベル

ベルト側バックル末端

④ タレットボルトやバック

ません。紛失した際には

ハイプロテクションカメ

バックル付ベルト １本

⑤ タレットネジを無理やり
ジュラルミン(A5052)製
カラー：ブラック 重量：60ｇ

新税込価格：￥2,940

カメラをステッキにセット

取扱説明書

たしました。

Ａｌｉｅｎ＃５

合はタレットボルトをエイリアン＃５の最上部に、

合はタレットボルトを横側のボルト穴にセットし

据えつける際にはタレットボルトをエイリアン＃

ださい。

キのグリップやピッケルのヘッドをあててくだ

含む）を一脚にする時はグリップベルトを外側

５をつけた状態で行動できます。

トを引っ張るとエイリアン＃５が固定できます。

を指で押し上げると固定は解除できます。

ル付ベルトを紛失するとエイリアン＃５は使え

パーツをお求めください。

ラ台座 １ヶ 315 円、タレットボルト １ヶ 630 円、

525 円。（税込価格） 送料は実費をいただきます。

に扱うとねじ山を破損します。その際の修理は有料です。

Made in Japan
総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
http://www.exp-japan.jp
ail
:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

http://www.exp-japan.jp/


エイリアン＃５用カメラ台座

ハイプロテクション フィルム説明
【概 要】 ハイプロテクションフィルムテープ

耐候性・耐磨耗性に優れたポリウレタンフィルムに、透明で耐候性のあるアクリ
ル系の粘着剤を塗布したもので、車体の傷つき防止、腐食対策用として開発された
製品です。

【構 成】 基材：ポリウレタンフィルム

粘着剤：アクリル系
剥離紙：平面紙

【特 長】 ①耐候性に優れ、長時間屋外暴露後も、概観変化はわずかである。
②テーバーに摩耗試験で優れた耐摩耗性を示す。
③耐チッピング性に優れている。
④フィルム、粘着剤ともに耐溶剤、老化特性に優れている。
⑤単純な三次曲面になじむ。
⑥透明フィルムを通し、被着面の検査ができる。
⑦ほとんどの形状にダイカットまたはキスカットができる。

【用 途】 ①石などによる車体下部の塗装面の傷つき防止。
②キーロック、ドアハンドル、ガゾリンキャップ周辺の擦り傷防止。
③車体フロント部のチッピングや摩耗防止。
④ウインドシールド モールディングやその他のトリムの傷つき防止。
⑤ドアエッジ部の傷つき防止。
⑥カメラの 1脚 台座。

東日本大震災復興キャンペーン

大震災は登山業界にもマイナス影響を与えています。不況の嵐に負けないために

下記商品を特別価格（掛率４０％）にて出荷します。

〇限定数がなくなりしだい終了します。

〇ご注文の際 セール分 と明記ください。

〇ユーザー対象外。

チタン５Ｐset(ST28)
チタン製。重量/155g。

税込価格/￥6,090

限定数 20 ケ 限定数 100 ケ 限定数 80 ケ
クロモリ５Ｐset(ST5)
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。

サイズ/50mm×70 ㎜。爪高 31 ㎜。
重量/185g。税込価格/￥4,620
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/￥8,662



やまのかたりべ

福島第１原発仕様のワイヤー梯子は６月 23日に追加分を含めて完納いたしました。クレームはま

ったくありません。ただし、どんな所で使うのか、いかなるお役に立てるのかは我社に知るよしもあり

ません。

第 11 章 日光霧降高原

栃木県北西部、日光連山の一つ標高2010mの赤薙山の東斜面の広がる一帯が霧降高原。冬は

日光霧降高原スキー場として運行される第１、第２、第３リフトを乗り継いで標高 1635 ㍍のキスゲ平

上部まで登れる。６月下旬から７月下旬のニッコウキスゲの開花期には約 26 万株が山全体を黄色

に染めて咲き誇る。霧降高原の地名はとくに6月～7月にかけて霧が多く発生するのが由来だとい

う。

ニッコウキスゲ（植物、カンゾウと同名）ユリ科の宿根草。数種あり。花は橙黄色で日中開花、長さ

10㎝、花筒2㎝、有柄。別名ゼンテイカ、またはセッテイカ。無柄の北海道産はエゾゼンテイカ、別

名エゾカンゾウ。

猛暑のニッコウ

山登りをライフワークにして以来、4 ケ月間も山に行かなかった記憶は無い。7 月こそはと山仲間

で NTT コミュニケーション勤務の北澤を誘うと快諾してくれる。

ところで弊社の協力メーカーが日光市今市にあったのを思い出す。そういえば５年あまりの付合

いだが、会社に一度も行ったことはない。電話と FAX と宅配便で事足りたもんだから、まだ一度も

会ったこともなかった。

一度は挨拶をせねばなるまい。そうだ日光の山に行くのなら、入山前に用事をすませようと思い

つく。

電話をして、その旨伝えると「日光の山に行くのなら、同行しましょう。用事がすんだら、私の車で

ご一緒します。前日泊まる宿が決まっていないなら大江戸温泉日光霧降をお勧めします。柳沢と

いう男性従業員に私の名を告げると便宜をはかってくれます。」

とんとん拍子で話が運び、ニッコウキスゲの開花資料や登山資料も FAX受信する。

7 月 16 日 猛暑日

日光には20年以上ご無沙汰していたので土地勘が無い。特急の切符を買っていたのに乗りそこ

ねたりしながら下今市駅にたどり着き、町田に電話をかける。

「7～8 分待ってください。今から迎えの車をだします。車のナンバーは 」

彼の車で仕事場を訪問後、冷たい麦茶をいただき、日光を目指す。

予約したホテルは大江戸温泉物語日光霧降 電話 0888（50）1212。栃木県日光市所野 1535-1。

6 階建、スポーツ館を備える大規模なリゾート施設。元は簡保の宿。3 階正面が玄関入口。入って

すぐ左方のフロントでチェックインする。

「北澤様はすでにお着きです。部屋でお待ちしています。」

与えられた 4 階の 420 に行き、ドアをノックする。

「やあ、久しぶり」

北澤と町田を各々に紹介したら、ビールで乾杯する。

夕食後、6 階の温泉に入浴する。（温泉名）霧降高原温泉。（泉質）ナトリウム・カルシウム-塩化

物・炭酸水素塩温泉。(泉温)30.5℃ （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、打ち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復、健康増進。（性状）無色、澄明。



PH6.46。加水、加温をしているか掛け流し式か、消毒しているかは定かではない。

大江戸温泉物語 霧降高原 提供

広く、清潔ないい湯です。

その夜はいつの間にか眠る。

7 月 17 日 猛暑日

朝早く目覚めて朝風呂を浴びる。

食事もサービスも言うことなし。

チェックアウトを済ませて北澤、町田の２台の車を連ねて登山口に向かう。

駐車場をいくつか通過する。かなり走った駐車場には登山者が見当たらない。その下の駐車場

が混んでいた。もしかしてと気づいて引き返す。

登山口はやはり第３駐車場にあった。警備員の指示に従い車を止め、登山準備を済ませているう

ちに、あとから続々と車が現れる。警備員がハイカーに「周辺マップ」を配りながら注意をうながす。

｢20 分ほど登れば、キスゲ平に着きます。滑りやすいから気をつけてください。｣

それにしても雲一つない夏空だ。真夏の太陽がじりじりと肌を焦がす。熱風が日光の山々に流れ

る。

駐車場西端のトイレ横階段を下ってＲ169 をくぐった階段上から登山道に入る。多勢のハイカー

に混ざって滑りやすい赤土の踏み跡を登る。泥
ぬかる

みは避けて林床のササ上を歩いたりして歩きやす

いルートを選ぶ。疲れたら立ちどまって一休みもする。

悪路に下山者がぼやく。

「リフトは動かないし、ニッコウキスゲが咲いてい

ない。俺たち何しに来たんだよ」

左方樹間を覗くと橙黄色のニッコウキスゲの花が

一輪咲いている。ここまで来たら行くしかあるまい。

汗を流して頑張ろう。

標高 1350 ㍍の臨時観覧場所に達して周辺を見

まわす。

つゆあけの

きすげ平に

登れども

猛暑つづきで

花は夏枯れ

数日前に満開のニッコウキスゲがテレビで報道され

せっかく来たからには残り少ないキスゲの花を惜しん

る。
八ヶ岳中信高原国定公園内車山高原肩のニッコウキスゲ
たが、あまりの暑さに枯れてしまったらしい。

でカメラのシャッターを押しまくる。山が燃え

背景は車山 23/7/17 石井正子撮影



赤薙山を目指すパーティもいるが、大半のハイカーは往路を下る。私たちも暑さに耐えかねてい

ま来た道を引き返す。

第３駐車場にもどって三名パーティは解散する。町田は家路につき、私は北澤が帰る途中の東

武日光駅へと送ってもらう。

車の旅に慣れている北澤がＪＲ今市駅まで送ってくれる。東武線下今市駅にもどりたい私は右往

左往してタクシーに乗り込む。

暑さに負けそう。帰りこそは特急に乗ろう。

タイム

7 月 16 日

川口出社 10：30

草加、春日部経由

東武線下今市駅 14：17～15：15

大江戸温泉物語日光霧降 15：40

7 月 17 日

大江戸温泉物語日光霧降 8：20

（車）

第３駐車場 8：30～8：40

キスゲ平臨時観覧場所 9：20～9：45

第３駐車場 10：10～10：25

（車）

ＪＲ今市駅 11：00

(タクシー)

東武線下今市駅 12：05～12：35

（特急）

春日部駅より東武線乗換

草加経由川口帰社 13：54

パーティ 北澤、町田、石井

なでしこが咲く

この原稿を書きあげた 7 月 18 日早朝、ドイツ ミュンヘンで開催されたワールドカップで我らが

なでしこジャパンがアメリカチームを破って優勝した。

この快挙に世界中が絶賛した。

近ごろとんと明るいニュースがない。

なでしこジャパンの活躍が唯一の救い。

君らは偉い

いい娘ばかりで 美しい

どうか東日本の被災者にも

勇気を分けてください

そして戦乱を収めて傷ついた

人々も救ってください

サッカーの神様にも

よろしく伝えてください

やまのかたりべ第１１章脱稿





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：￥1,848

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：￥3,234

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：￥2,079

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：￥1,155

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。

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。

ベルは音が命です。試作時には鈴音がより高く響くよう、あらゆる工夫をしています。当然、見栄えも大切

です。ようやく完成したベルを仕上げの段階でメッキをすると鈴音が半減することに気つきました。メッキ

の皮膜が消音効果になるようです。鈴音を世界一響かせるため、磨きをかけただけのベルシリーズを完

成品としました。我社のベルは古くなると酸化して黒ずみます。しかし、鈴音は最高です。

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。
ジュラルミン(A7001)製 カラー：ブラック重量：25ｇ
税込価格：￥1,155

ベルにメッキをかけない理由


