我社の商品はすべて Made in Japan 表示をしています。

al

〒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
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８Ｐ卍～14Ｐ卍サイズ調整時の注意
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８Ｐ～14Ｐのサイズ調整をする際の注意を明記します。ジョイントを固定するボルトや角ナットの紛失防
止になりますので、ユーザーにもご指導ください。
○靴サイズより緩めにサイズ調整をしない。８Ｐ～１４Ｐは靴の前後に隙間がないようサイズ調整可能
です。サイズ調整を緩めにすると行動中、アイゼンが左右に動きます。結果、四角ナットが緩みます。
緩み防止に六角ナットをつけてダブルナットにしてもボルトの緩み防止はできません。８Ｐ～１４Ｐは靴
の前後に隙間がなければボルトを紛失する恐れはありません。
○サイズ調整時にボルトをしっかり締め付けない場合は論外です。

Do

dfw

ジョイントを長め（緩め）にサイズ調整をすると
アイゼンが左右に振られボルトを紛失します。

アイゼンケース赤色系

みんなのニッポン
クロモリ８Ｐ卍 set(ST11)
クロモリ鋼製。黒色電着塗装。
全長/320 ㎜～188 ㎜。
重量/570g。税込価格/￥15,750

３段ピックステッキ
カタログの不備改正のお知らせ

たよれるニッポン
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３段ピックステッキは世界唯一のピッケル形状のグリップを持つ登山用ステッキです。この秀作を多く
のハイカーに普及させたいために今年から 96mm 径の大型バスケットをサービス品として、つけて販
売するように改めました。大、小バスケットは押込み式で工具なしで交換できます。大バスケットをつ
けると雪に石突部が深く埋らず、快適歩行ができます。
３段ピックステッキに大型バスケットがサービス品として付いた記事をカタログに加えようとしたが、
何かおかしい。カタログの写真にピックカバーがついていない。石突プロテクターがサービス品であ
ることにも触れていない。
すでにピックステッキをお買い上げのお客様からはカタログに載っていないサービス品があろうと
苦情はなくて当然。だが、カタログの不備はただちに直して、商品の良さをアピールするべきである。
そんな訳で３段ピックステッキは１月末よりピックカバーをつけた写真と差し替え、サービスとして
（バスケット大、小、ピックカバー、石突プロテクター付）と書き改める。
良かれと思って頑張っていますが、困ったもんです。
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3 段ピックステッキ（S10）

バスケット大
税込価格￥1,155

Do

○ ヘッドはクロモリ鋼、焼き入れ済みのピッケル形状。
ただし、ピッケルではない。あくまでもステッキです。
○ シャフトは A７００１（超ジュラルミン）製楕円形のパイプの 3 段式。
○ 長さ調節に腕力を必要とせず操作も簡単です。 手がかりのないところではピック部
を地面に打ち込んで通過できます。足元が不安定なところではブレード部で足がかり
をつくれます。バランスを保ち、スリップ防止にも役立ちます。
グリップはクロモリ鋼アイゼンと同じ焼入れ加工。
ラチェット式。ヘッドはピッケル形状。
カラー（２色）・ワイン 最短 ５３２ｍｍ×最長 １０70ｍｍ 重量 ３２５ｇ
・ブルー 最短 ５８０ｍｍ×最長 １２２０ｍｍ 重量 ３７０ｇ
税込価格：￥12,600

（バスケット大、小、ピックカバー、石突プロテクター付）

３段ピックステッキにはバスケット大が取付けられます。
（直径 96Ф、押込式）。
３段ピックステッキにはもれなくバスケット大がついています。
バスケット大をつけるとステッキが雪にもぐらずに行動できます。

アイゼンのフリーサイズ表示

P
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r F
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チタン５Ｐ、クロモリ４Ｐ、５Ｐ、６Ｐにはベルトを通す立ちあがりのリングがついていません。つまりリン
グレス型でベルトはフレームのベルト通し穴につける構造です。立ちあがりのリングがあるアイゼンは
靴幅にあわせてサイズ調整が必要になります。リトルベアーはサイズ調整ができるよい例です。
立ち上がりのリングが狭いと、アイゼンは靴に装着できません。リングが広すぎると、歩行中にアイ
ゼンが脱落します。
軽アイゼンではチタン５Ｐ、クロモリ４Ｐ、５Ｐ、６Ｐは理想の設計と断言できます。
平成２４年１月末より発行のカタログにはチタン５Ｐ、クロモリ４Ｐ、５Ｐ、６Ｐリトルベア卍に各々がフリー
サイズである旨、明記しました。
クロモリ８Ｐ卍～１４Ｐ卍についても、リング角度と位置を研究した結果、あらゆるトレッキングブーツ
と登山靴にジャストフィットできるようになりました。ただし、靴のサイズによってジョイントをＳ、Ｌ、ＬＬ
と交換しなければなりませんので、フリーサイズ表示はいたしません。
８Ｐ～１４ＰはＭジョイント（靴サイズ２４㎝～２７㎝）をつけて出荷しています。
ジョイントを固定するボルトが使用中に緩んだ例は今年は皆無です。

Do
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フリーサイズ

アイゼンケース緑色系

伝統のニッポン
リトルベアー卍 set(ST9)

サイズ/168 ㎜×110 ㎜。爪高 31 ㎜。重量/505g。
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。税込価格/￥7,350

スノーシューズ

反りのないフラット型を受注生産します。

Ｓサイズ、Ｍサイズ、Ｌサイズに限って、期限毎、年 10 月～12 月の間のみ、各サイズ６set の限定で受
注生産します。前もって予約注文いただければ助かります。
データ、価格、商品番号も従来品と変わらず。注文書に必ず”反りなし”と書いてください。

やまのかたりべ
第 18 章 南麓からの高尾山
やまのかたりべはメジャーになれるでしょうか

山屋の定義
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「やまのかたりべ」は月刊エキスパートコレクションに連載中です。山が好きで登山用具のメーカー
として頑張っています。山歩きも生き甲斐です。やまのかたりべの紀行文も精魂こめて書いていま
す。
その紀行文がこの度、好日山荘のインターネットからも検索できるようになりました。それも第１章か
ら最新の紀行まですべてのようです。
月刊「エキスパートコレクション」は弊社の得意先のみに配布しています。それがより多くの人々の
目に触れるとしたら、やまや冥利につきます。
さあ、今月もいい山登ろう。
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やまのかたりべ第１５章「山ヤ賛歌」でもっとも好きな称号は「山や」であると記述したが、その言葉
に偽りはない。
ところで「広辞苑」には山やの名称は載っていない。「山や」を山家と書くのか、山屋と書くのも通
説はない。一部の登山者にしか通用しない俗語かもしれないと思っている。ところが最近になって
「楽天ブログ」に山屋のページがあるのを見つける。ただし、その内容はと云うと、登った山の紹介ば
かりで、山やについての論評には触れていない。
かたく
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山やを山屋と記すのは抵抗があるが、まあ、良しとしよう。だが、山屋の定義については 頑 なに自
論を述べさせていただく。
山や賛歌の詩のごとし。山登りと、山を歩く人が何より好きで、山以外に興味を持たず。日常生活も
山を中心に考えている山馬鹿こそ山屋です。
かくいう私も山屋の端くれです。

好きです登山業界

Do

社長は鉄工所の三代目の後継者です。幼いころから山歩きが好きでした。山登りが好きで、物造り
が得意なために、いつの間にか自分の装備は自分で造るようになったのが、販売店の目にとまり、専
業になりました。
70 歳を迎えましたが、今でも好きな山登りを続けています。仲間も大勢います。山が好きな友人と
山を語り、登るのが生甲斐です。
山の道具造りも、好きな山のためなら一生懸命頑張れます。
我社が生産した用具を一人でも多くの同好者に使ってもらうのが我社の願いです。
株式会社
エキスパート オブ ジャパン
代表取締役社長 石井貞男

高尾山その６
おおたるみ

いっちょうたいら

大垂水から一 丁 平 へ
本誌高尾山その４で大垂水から高尾山東方の鞍部を叙述している。同コース途中で一丁平への分
岐を通過していたが、今回はそこを歩く。高尾山の日曜、祭日は観光客やハイカーで渋滞する。だが、
南麓からの登路はあまり知られていない。さらに日当たりが良いので、真冬でも寒い思いをしなくて
すむ。
2 月 17 日は川口にも雪が降る。高尾も積っているはずと、プチドラゴン、ストックの予備も用意する。
寒風が吹き荒ぶ 18 日の午後、八王子に旅立つ。
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2 月 19 日 快晴 気温 10℃
八王子駅の集合場所には参加予定の 8 名全員が揃う。途中の京王線高尾山口でも多くのハイカー
が乗り込む。大垂水バス停に着くや全員が下車して進行方向に歩きはじめる。
歩道橋が近づく。そのすぐ先、右側の鉄製階段を登った山側の大垂水歩道出合で登山準備をする。
積雪 10 ㎝。プチドラを初めてつけた姉御が驚嘆したかのように叫ぶ。
「すごく歩きやすいわ」
山腹をからむ登山道のトレールを追って、前進する。斜度が緩んだ小広場左方に防火線の刈払いさ
れた尾根が延びている。一丁平への分岐標識も確認する。尾根上の直登路を急登する。小峰を越え
る。
高度を稼いだあたりで、傾斜が緩む。右方樹間に一丁台園地の丸太小屋を望むと、間もなく一丁平
の東屋前にでる。

残雪踏んで
うらたかお
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きさらぎは

Do

一丁平の
憩うあずまや

ぬかる

一丁平からいろはの森は泥濘み
下山路はいろはの森コースにとる計画だった。だが、北面とあって凍結のおそれがある。他にもコ
ースはある。メンバーを危険な目に会わせたくはない。コースを変更したいとの要請があれば応じる
つもりで見守る。
一丁平からの縦走路は延々と泥濘み道を歩く。雪溶け山道を多勢のハイカーが通行すれば泥道は
泥濘む。すぐさま足回りは泥に塗れる。
長い階段道を下り、最低コル右側に通行禁止表示された大垂水歩道を見送る。つぎに秋にはススキ
が群生する急斜の泥濘む階段を登り返す。桜並木左側にベンチが設けられた平坦地を見つけて大休
止する。同行の井川夫婦がカップめんを全員に振舞う。女性陣が自慢の漬物を裾分けしてくれる。デ
ザートには干柿も配られる。ちょっぴり豪華なランチタイムをすごす。
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ふたたび泥濘みにもどり、登りつづける。モミジ台をすぎて６分岐の鞍部へ下る。石段を急登して山
頂へ達する。
雪の高尾山山頂にも風情がある。それなりにハイカーはいるが、閑散とした景観は一幅の絵にな
る。
いろはの森コースへは山頂の西へ下り、工事中のトイレ、給水ポンプ場前を通過した左方の分岐ま
で進む。分岐入口に立つ「ケーブル山頂駅、いろはの森」の道標に従い木製歩道を下り、直進するケ
ーブル山頂駅コースから離れて左方のいろはの森コースに入る。
按じた通り、残雪が多く凍結している。ここでもお互いをかばいながら、トラブルもなく雪道を下山
する。チームワークは申し分ない。
林道入口ゲートをすぎて、ようやく緊張感から解放される。日影沢園地で身支度を整え、日影バス
停で高尾行きのバスを待つ。
友がバスの運転手に高尾温泉への道順を尋ねる。
「終点に着いたあと、このバスは回送されます。高尾温泉近くまで行きます。皆さんはそこで下車し
てください。」
そんな訳で回送バスに揺られ、温泉近くまで運んでもらう。５分歩くと高尾温泉に到着する。
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高尾の湯ふろっぴぃ

Do
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高尾山観光の窓口、高尾駅最寄りの大型入浴施設。天然温泉を配湯した茶褐色の濁湯「高尾の湯」
露天風呂も楽しめる。
東京都八王子市狭間町 1466-1。 電話 042-665-4126。
温泉は（温泉名）塩釜温泉。（泉質）ナトリウム塩化物泉〈低張性・弱アルカリ性・高温泉〉。（泉温）
42.4℃。（効用）神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性婦人病、疲労回復、健康増進など。（性状）茶褐色、硫黄
臭。ＰＨ8.0。
玄関入口で脱いだ靴をロッカーに収めて鍵と入浴料をフロントに渡すと、脱衣ロッカーのカギを渡し
てくれる。入浴手続きを済ませたら、右手の男女別の暖簾をくぐって脱衣所のロッカーにザック、衣類
を収納。かけた鍵を手首に巻いて浴室のドアを開ける。
大浴場、ジェット風呂、気泡風呂、薬湯、サウナ、寝湯、打たせ湯、露天風呂まだありそうだが、適当に
湯に浸かり、洗い場で全身を丁寧に洗って湯からあがる。
打合せた２階の広間に全員が集まる。お待ちかねの宴会がはじまる。飲んで食って、また飲んでるう
ちに、たちまち制限時間がせまる。
帰りは送迎バスで高尾駅に戻り、八王子駅で解散する。
「また会おうね」
２月２１日脱稿

タイム

八王子駅北口
⑤相模湖行バスターミナル
（バス）
大垂水バス停
鉄階段上
大垂水歩道出合
一丁平分岐
一丁平
モミジ台手前
ベンチが並ぶ桜並木
高尾山山頂
ケーブル山頂駅
いろはの森分岐

9：47

10：30
10：40～10：55
11：10～11：20
11：50～12：10
12：25～13：25
13：50～14：00
14：15

いろはの森コース分岐
14：25
ベンチが設けられた平坦地
14：50～14：55
林道入口ゲート
15：08
日影沢園地
15：13～15：20
日影バス停
15：35～15：45
（バス）
高尾の湯
16：10～18：30
（送迎バス）
高尾駅
18：40
八王子駅
18：45
（中央線、武蔵野線、京浜東北線経由）
川口駅
20：05
川口帰社
20：45

やまのかたりべメンバース 小嶋、安達、石井、小沢、植松、井川夫婦、藤野（計８名）
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アイゼンケースの色分け
アイゼンを陳列する際にはパッケージから取り出して売る店が多いようです。そのためにパッケー
ジに印刷していた装着方法や使用上の注意は別紙に印刷してパッケージに入れるようにしました。
アイゼンケースの色を機種によって色分けできたら、もっと売りやすくなるとのご指摘を受け、
2012 年生産分より、できる機種から実施します。

d.c
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（ＳＴ９）リトルベア卍 set
緑色系
（ＳＴ10）ショートリトルベア卍 set
〃
（ＳＴ11）クロモリ８Ｐ卍 set
赤色系
下記機種は生産時に順次色分けしたケースをつけます。
（ＳＴ4）クロモリ 4Ｐ卍 set
黄色系
（ＳＴ29）クロモリ 5Ｐ卍 set
赤色系
（ＳＴ30）クロモリ 6Ｐ卍 set
青色系
（ＳＴ12）クロモリ 10Ｐ卍 set
黄色系
（ＳＴ13）クロモリ 12Ｐ卍 set
紺色系
（ＳＴ14）クロモリ 14Ｐ卍 set
赤色系
（ＳＴ15～ＳＴ18）ワンタッチアイゼン８Ｐ士～１４Ｐ士
（ＳＴ26）プチドラゴン（ビック、レディス含む）
緑色系

Do
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従来品を完売したのち順次出荷する予定です。

アイゼンケース黄色系

誇りのニッポン
クロモリ１０Ｐ卍 set(ST12)
全長/325 ㎜～215 ㎜。重量/660g。
その他の仕様８Ｐと同じ。
税込価格/￥16,800

