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２０１２年 平成２４年元旦
あけましておめでとうございます
新年も皆々様の商売繁昌と無病息災を心からお祈り申しあげます。
登山業界が一段と好景気になりますよう。全世界の人々が平和に暮らせますよう。
あわせて祈願させていただきます。

株式会社エキスパート オブ ジャパン
社長 石井貞男 専務 石井正子 他社員及び関係者一同

楽ですニッポン

新型クロモリ６Ｐset 紹介
アイゼン爪角度の発明（出願番号 2010-235002）による クロモリ６Ｐset を紹介します。
前爪と後爪の角度を従来品は９０度に曲げていましたが、１００度が理想の角度であるはずです。行
動する際、私たちは両足を交互にだしますが、雪面を９０度で踏む人はアイゼン歩行ではありません。
雪面すれすれに両足を送って行動するはずです。しかるにアイゼン爪角度は前後とも１００度が正しい
と理論づけました。
アイゼン爪角度の発明により、登山者は疲労も減少し、さらに安全登山が可能になります。データー、
価格は従来品と変わりません。ご注文下さい。

ＳＴ30
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

勤勉なメードインジャパン

最新型スノーシューズ紹介
スノーシューズのパイプ成形は当初社内で加工していました。アイテムが増えてからは外
注加工に依頼しています。弊社の希望通りに加工してもらえれば下請業者を協力工場として
優遇します。しかし、逆にマイナスになるようでしたら、信頼できる業者を捜さなければな
りません。
平成２３年９月より川口市商工会議所の紹介で地元のパイプ曲げ加工業者とスノーシュー
ズの商談が成立しました。その結果スノーシューズが一段と進歩しました。以下は最新型ス
ノーシューズの特長です。
○ パイプ曲げの技術向上により、パイプの傷、歪みがほとんど無くなった。美観に優れる。
○ 弊社製のすべてのアイゼンをつけて行動できます。
○ 材料に粗悪品を使わなくなった結果、前後の反りを大きくできた。急斜の登り下りが快
適にできます。旧 16°→新 23°
○ 爪とパイプを継ぐカシメがアルミ製から鉄三価クロム製になり、強度を増した。
○ 固定バンドにエキスパート型固定バンドをセットしているため、テレマーク、スノーボ
ードを含むあらゆる靴に最短で着脱可能。
○ ステンレス製大型の爪もレベルアップして深雪のラッセルを容易にしている。
○ 世界でもっともすぐれた雪上歩行器。これにかなう商品はありません。
○ 最新型スノーシューズＭ、Ｌは平成２３年１１月中旬より出荷しています。価格、その
他のデータは変わりません。
○ ２５㎜幅のリングベルト、バックル付センターベルト、固定バンドはどなたでも交換で
きます。我社でも請け負いますが、その際は工賃２１００円（税込上代）が発生します。

強いぞニッポン
スノーシューズＭ(SN3)
ジュラルミン製
爪はステンレス製 高さ 49 ㎜
カラー/シルバー バンドは赤色。
サイズ/410 ㎜×182 ㎜ 重量/770g
冬山ラッセル用。
税込価格/￥10,164

だんとつニッポン
スノーシューズＬ(SN4)
サイズ/441 ㎜×182 ㎜ 重量/780g
その他の仕様Ｍと同じ。
出歯型アイゼンと共用できる。
税込価格/￥10,510

SN3,SN4

スノーシューズ 修理規定
平成 23 年 11 月 22 日
〇価格表 （税込上代）
品 名
4×28 リベット 1 本

価格
126 円

リングベルト 1 本
コキ付センターベルト 1 本
固定バンド 1 式

693 円
693 円
3,465 円

修理品名
リベットカシメ 1 箇所
（リベット代込み）
爪交換 １ケ
工賃

価格
346 円
1,050 円
2,100 円

○ 上記価格表 左側はパーツ価格です。ユーザーが部品のみ求めて修理をする場合に摘要します。
○ パーツ交換を我社に依頼した際には工賃が発生します。価格表 右側はいずれも上代です。
○ 修理例
爪のカシメを 1 足分打ち直した場合
16 本×346 円＋工賃 2,100 円＝7,636 円（税込上代）
スノーシューズは消耗品です。リベットが鉄３価クロム製にレベルアップさせても永年使えば爪部にガ
タが発生します。リベット交換には古いリベットを外して付け替えます。修理の難しさもご理解くださ
い。

スノーシューズＭとクロモリ１４Ｐ卍のダブル装着例

やまのかたりべ
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高尾山その 3

――― 高尾山商店会 高尾山さわやかマップより転載 ――

山や賛歌
2011 年 11 月 6 日
登山を趣味にする人を呼ぶ名称を叙述する。
アルピニスト
登山家、登山者
岳人、山男、山女、山ガール
クライマー
ハイカー
山や
などなど。
その中でもっとも好きな称号が「山や」である
と断言する。私を山やと呼んでくれる人にはとく
に親近感さえ覚える。

1.山や育ちのおいらの恋は
こいはこいでも 山もって来いよ
山は山でもおいらの山は
岩と雪との ごつい山

2.山や育ちのおいらの恋は
こいはこいでも、キスもってこいよ
キスはキスでもおいらのキスは
肩に食い込むキスリング
3.山や育ちのおいらの恋は
こいはこいでも、テント持って来いよ
テントはテントでもおいらのテントは
一万尺に張るテント
（読人知らず、延々とつづく）

酋長と姉御は友達です
件名： 覚えていらっしゃいますか？
びっくりです〓
お元気でしたんですね。 今、パソコンを開いて、20011Expert Collection の 12 月号のやまの
かたりべの写真、「しゅう長だ〓」と叫んでしまいました。
もう 40 年も前になってしまいました。〓
巻機山、丹沢、雪の尾瀬、など、教えて頂きました。ハレホー スキークラブは楽しかったですね。
思い出していただけましたか？旧姓〇〇京子(あねご？)です。私もまだ、山登りを楽しんでいま
す。今度の水曜日に富士山を見に紅葉台に何人か連れていきます。
山のお話を聞かせてください・・。

まずは、このメールが届きますように
〈返信〉
私も驚きました。
〇〇京子さん。なんて懐かしい名前でしょう。
小生は今年冬まで日本中の山をほっつき歩いていましたが、3 月に身体を患い、年内は月
1 回、高尾山でリハビリ登山を行っています。
もう 40 年もたちましたしか。あなたの顔は忘れていません。電話番号をお知らせ下さい。
生業は代々継いだ物造りと山好きを生かして登山用品のメーカーとして頑張っています。
また会いたいね。

紅葉の高尾山は道連れ
こぼとけ

―― 小仏峠道～高尾山～表参道下山コース ――
11 月 25 日（金）快晴
ＪＲ高尾駅北口改札口前に渋谷と待合せる。
登路は決めていない。ああでもないと話すうちに 9 時 12 分発小仏行きのバスが出発真近い。ハイ
カーですし詰めのバスに乗り込み、車中で小仏峠から高尾山に登ろうと、コースを定める。
途中のバス停に止まるたびに多くのハイカーが下車する。バスは中央高速道沿いの旧甲州街道
を走り、小仏トンネル手前の終点小仏で折り返す。つづいて到着した増発臨時バスからも多勢のハ
イカーが下車して小仏峠に向かう。
舗装路から砂利道に入り、景信山分岐を右に見送ると、じきに岩清水にであう。この水をタンクに
汲んで持ち帰る人が多いという。おいしい清水に咽を潤す。ジグザグの急坂を登って広々とした小
仏峠にでる。気温 10℃。肌寒さに手袋をつける。
休むハイカー、交差するパーティで賑う小仏峠をいざ出発しようとする時、携帯電話が鳴る。我社
からの緊急の呼びだしに応えて指示をだしているうちに 30 分のタイムロスをする。どうです山中でも
社長業をしっかりこなしていますよ。
その先の城山手前で尾根をたどる直進路と山腹を左に巻く平坦路に分岐する。大半の人々が平
坦路を行き来している。私らも楽なコースをとる。
一丁平では好展望に誘われてカメラをか
まえる。時間は正午をすぎた。左方にはベ
ンチやテーブルが設けられている。紅黄も
盛り。ロケーションが良いと、やまとうたが自
然に歌える。

うらたかお
こ ぼ とけみ ち

小仏道の
霜月は
富士もかすみて
もみじに染まり
渋谷が運んでくれた酒とつまみを平げる。ほろ酔い気分で登山道を下る。高尾山側から登ってき
た二人の女性に話しかれられる。
「こんにちは 高尾山山頂はまだ先でしょうか。私たち稲荷山コースを登ったのですが」
「高尾山は通りすぎています。この先は小仏峠、ここは裏高尾です。私たちは今から高尾山を目指
します」
気がつくと、彼女たちがうしろからついてくる。歩きながら自己紹介する。
「相模原からきた京子です。二人とも同じ名前です。よろしくお願いします」
二人は同級生、４０代でともに美人である。

旅は道連れ。ケーブルで下山予定の二人の京子さんは姉御と同名。これも何かの縁であろう。微
笑んで挨拶を交す。
「山やでえす。仲良くしましょう」
もみじ台の分岐で立ちどまる。
「この分岐から右の石段を登ると山頂にでます。あなた方は道標を見落として左に向かったために
道に迷ったようです」
急な石段を登りつめて高尾山山頂に達する。
来る途中も山頂ももみじは真紅に色づいている。だが、平日だというのに何という人の多さよ。まる
で銀座のように人、人、人があふれている。風景を味わう雰囲気ではない。
奥ノ院、薬王院を通過、参道の茶屋で茶のもてなしを受ける。そこに渋谷の弟で薬王院の高僧、
しゅうほう

秀芳和尚がぶらりと現れる。
「石井さんでしたね」
「先日はお世話になりました。お元気そうですね」
夕暮れ真近とあって長居はせずに帰路につく。だが人波は絶え間ない。ケーブルを利用して下山
したかったが、待つうちにも日が落ちる。彼女たちは表参道を下ろうとする。私たちも二人のあとを追
い、急坂の舗装路を下りにまかせて下山する。
麓の清滝駅前では紅黄がライトアップされて華麗な景観を見せてくれる。参道に近い蕎麦屋に立
ち寄り４人で小宴会を催す。
「すっかりお世話になりました」
「こちらこそ、おかげで楽しいハイキングができました」
二人の京子さんとは京王線高尾山駅でお別れする。Good by。
2011 年 11 月 27 日 脱稿
タイム
ＪＲ八王子駅
高尾駅北口
（京王バス小仏行）
小仏バス停
景信山分岐
岩清水
小仏峠
城山分岐左へ
城山分岐合流
一丁平
（二人の京子さんと出会う）

8：38
8：46～9：12
9：30～9：36
9：56
10：12～10：22
10：50～11：30
11：45
11：55
10：20～13：30

もみじ台分岐
13：35～13：50
もみじ台分岐合流 14：15
高尾山山頂
14：25～14：35
表参道茶屋
15：10～15：40
表参道下山開始
15：55
（休憩を含めて４０分でケーブル清滝駅前）
駅前の蕎麦屋
16：35～17：30
京王線高尾山口駅 17：40～17：50
ＪＲ中央線武蔵野線
京浜東北線経由川口駅
19：14
川口帰社
20：10

パーティ 渋谷、石井、相模原の京子二名

最終 在庫処分セール
クロモリ６Ｐset（旧型）は完売しました。
ユーザー対象外とさせていただきます。
（価格は税込価格です）
チタン５Ｐset(ST28)
チタン製。重量/155g。塗装なし。
定価／￥6，090
60％off 価格／￥２，４３６
今回は 65％off 価格／￥2，071
12 台以上ご注文の際は別途ご相談

限定 40 台

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。
定価／￥4，620
60％off 価格／￥1，848
今回は 65％off 価格／￥1，617
12 台以上ご注文の際は別途ご相談
旧タイプ 限定 200 台

月刊誌『ＰＥＡＫＳ』 №２５ １２月号に紹介された我社商品

