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アイゼン＆スノーシューズ使用上の注意

アイゼン、スノーシューズに限らず、登山用品をお求めのお客様で使用上の注意をご覧になる方々
はあまりいません。たとえ読んでいただいても、目を通すだけのお客様が圧倒的多数のようです。

アイゼンとワカンには装着時に美錠の緩み止めをしてくださいと、図示で注意を呼びかけていま
す。

とくに、アイゼンは美錠の緩み止めをしないと、バンドが緩みます。アイゼンのバンドが緩むと靴底
とアイゼンのフレームに隙間が生じ、アイゼンに大きなダメージを与えます。リングの外側からバンド
を通すフリクション装着法も固定バンドの緩み防止に有効です。

爪の本数の少ない軽アイゼンでは爪が折れたり、フレームが割れるトラブルの大半の原因が装着
方法にあります。「美錠の緩み止めをしないと、固定バンドは緩みます。」焼入れ硬さを検査しても、焼
入れ不良はまず、あり得ません。誤った使用をしてトラブルが発生した際、メーカーは責任をとれま
せん。「使用上の注意」を守ってくれないユーザーに悩む今日この頃です。

美錠の緩み止めは、新カタログにも明記しました。
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

フリーサイズ

美錠の緩み止め



勤勉なメードインジャパン

スノーシューズ シリーズ （新型モデル）

日本の民具・ワカンジキを現代風にアレンジした雪上歩行器。前後を 23 度に反らしたので急斜面でも上り

下りが楽に行動できます。

アイスバーンでもスノーシューズＭ、Ｌは逆さにつける必要はありません。アイゼンの下にワカンを装着

して行動してください。

いずれもフレーム直径は 22ｍｍ×1ｍｍ厚。爪はステンレス製。丈夫さと、靴につけやすい固定方式が人

気で国内シェア髄一。サイズが大きいほどに雪に対する浮力が増します。

Ｍ、Ｌは鉄製 JIS トラスト中空 4×27 3 価クロメートリベットを採用。世界一耐久性の強い雪上歩行器で

す。

Ｍ、Ｌとも爪高は 49ｍｍ。ベルトは赤色。爪高はＳのみ 18ｍｍ。ベルト黒色。

固定バンドはユーザーが簡単に調整できるフリーサイズ。摩耗したらユーザーが交換できます。

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

バージョンアップした
ＮＥＷスノーシューズＳ（ＳＮ

従来のスノーシューズＳの修理は皆無です。５年間で１件もありませ
抵抗が少ないためと考えられます。ユーザーに人気があるのはコンパ

小売店各位からスノーシューズＳサイズに関する多くのアドバイスを
スノーシューズＳを紹介します。

―― データー ――
ジュラルミン（Ａ6063 22Φ×1）製
爪はステンレス製 高さ 49mm
カラーはシルバー、バンドは赤色
サイズ／380mm×182mm、重量／725ｇ（従来品より長さ 20mm 大
スノートレッキングから生活用具まで幅広く対応。世界最軽量、最
税込価格／\9,818
（Ｈ２４年 8月に 500set 生産します。予約注文したお客様には優
従来品も在庫数がある限り販売します。
1）

ん。原因は小サイズだから雪の
クトなことにありましょう。
考慮してバージョンアップした

きく、135ｇ重くなります。）
コンパクト

先的に発送します。）

SN3,SN4



総発売元 ㈱エキスパート・オブ・ジャパン
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（Ｓ１２）ステッキ＆ストック用ラッセルリング
（Ｐ５）ピッケル用ラッセルリング 取扱上の注意

どんなに秀れた商品でも使用方法を誤ると役に立ちません。取扱説明書を読まないお客様が近ご
ろ増えています。

ステッキ＆ストック用とピッケル用ラッセルリングは、「蝶ボルトは必ず上面になるようセットしてくだ
さい。蝶ボルトを下面にすると、破損しやすくなります。」

その際の修理は有料とさせていただきます。

Made in Japan

ピッケル用ラッセルリング

取扱説明書

あらゆるピッケルに装着可能です。

蝶ボルトは必ず上面になるようにセットしてください。

蝶ボルトを下面にすると、破損し易くなります。

固定しづらい場合は、シャフトに輪ゴムを巻くと固定しやすくなり

ます。

アルミと超高分子量ポリエチレン製

直径：138 ㎜ 重量：90ｇ 最小径：14Ф

あらゆるステッキ、ストックに装着可能です。

また、カメラ等の三脚にも使用可能です。

蝶ボルトは必ず上面になるようにセットしてく

ださい。蝶ボルトを下面にすると、破損しや

すくなります。

固定しづらい場合は、シャフトに輪ゴムを巻く

と固定しやすくなります。

ステッキ＆ストック用ラッセルリング

取扱説明書

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

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


ワイヤー梯子 (CL15・16・18) ―商品紹介―

○ 登山用に開発。土木工事用、造船、石油、ガス施設などにも役立ちます。災害時の脱出用にも使えます。

○ ワイヤー梯子はカラビナで連結可能。例えば、１０ｍのワイヤー梯子を５set 連結すると５０ｍのワイヤー梯子になり

ます。

○ スタンスにプラットホーム用ボルトをつけると、ワイヤー梯子は壁から７０mm離れ、足を乗せやすくなります。すべて

のスタンスには左、右にプラットホーム用ボルトを取り付ける穴があいています。プラットホーム用ボルトは必要に

応じてどのスタンスにもセットできます。

○ プラットホーム用ボルトをはずすと、回収は簡単です。ワイヤーはステンレス製（SUS304 7×19）。スタンスはアル

ミ製。丈夫なコンパクト設計です。

※ワイヤー梯子は受注生産品です。納品には受注後約１ヶ月を要します。
※特注品（ご希望のサイズ）も受注できます。（別途見積り）

品番 サイズ ワイヤ

ー直径

スタンスサイズ スタン

ス間隔

（mm）

スタン

ス長さ

（mm）

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ用

ﾎﾞﾙﾄ

総重量

（㎏）

耐荷重

（㎏）

税込価格

CL15 5ｍ15段 ３Φ 1.5ｔ×15×25 320 320 8M×100mm

6本

2.2 200 ￥75,075

CL16 10ｍ29段 ３Φ 1.5ｔ×15×25 320 320 8M×100mm

14本

4.35 200 ￥98,175

CL18

強力型

10ｍ29段 ６Φ 2.5ｔ×40×80 300 440 8M×150mm

14本

8.5 300 ￥178,500

← プラットホーム用

スタンス

１０Ｍ強力型ワイヤー梯子
（４ケ所リング展開、Ｃ部 250.5、Ｄ部 230.5、仕上りスタンス面より 150）



ピッケルホルスター おまけについて

ピッケルホルスター（右図参照）が倉庫の隅に 308 ケありました。金剛シリ
ーズ、飛鳥シリーズをお求めのさいにはサービス品にさせていただきます。
但し、在庫がある限り。在庫が無くなり次第、ピッケルホルスターは廃版にし
ます。

美錠付バンドの報告

ネーム入りは厚さの影響で美錠の溶着作業が難しいため無地の赤色テープに変更します。
（Ｈ24 年 3月より）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ

第 19 章 奥高尾 陣馬山
じ ん ば さ ん

東京都西部、高尾山から北西に延びる甲武相国境尾根上の草山。標高８５７㍍。奥高尾縦走路の西端

に位置することから奥高尾とも称す。開放的な雰囲気で、都心のビル街から南アルプスまで３６０度の

山頂展望が得られる。山頂の北側は東京都、南側は神奈川県、南麓の陣馬の湯は山旅の疲れを癒し

てくれよう。

陣馬の湯 姫谷

陣馬の湯鉱泉旅館（旅行会社指定旅館）相模川にそそぐ清流栃谷川沿いに建つ。大きな岩風呂と露

天風呂があり、川魚や野鳥、鹿、猪料理や新鮮な山の幸でもてなしてくれる。キジ料理や鹿の刺身な

ども用意できる。日帰り入浴可。

敷地には１００本の梅が並び、和室７室、３０畳の宴会場にはカラオケ、ビデオを完備。バーベキュー広

場 夏にはキャンプ場も開設する。年中無休。

神奈川県相模原市緑区澤井１８４６．電話０４２（６８７）２７３６．中央道相模湖ＩＣより１５分。ＪＲ藤野駅下車、

送迎有。

悠々自適志願

本年正月は北陸、伊勢、京都を巡り、多くの神社、仏閣に商売繁昌を祈願しました。弊社は天候の影

響を受け易い企業です。日本中に大雪が降ったために生産が追いつかないほどアイゼン、スノーシュ

ーズがよく売れました。これも神仏のお加護と感謝しています。

ところで、忙しすぎて身体を休める余裕がありません。原材料の供給にも限度があります。不況が

つづいたせいか、おかしくなった下請業者もいます。

好きで経営している登山用品メーカーですが、近ごろ業務繁多すぎて、過労気味です。俗世を離れ

ることはかなわず、自分の欲するまで心静かに生活するなど、むなしい夢物語のようです。



今度、寺社参りをするときには必ず、商売繁昌に加えて、つぎの祈願をします。「悠々自適な生活が

送れますよう。神様仏様なにとぞ願いをかなえてくださいますようおたのみ申し上げます。」

第 18章やまのかたりべはメジャーになれるでしょうか の訂正

好日山荘ホームページの取扱ブランド一覧からエキスパートオブジャパンを検索し、ブランドの特長

の９行目「月刊エキスパートコレクション」をクリックしてください。弊社のＨＰ「やまのかたりべ」がご覧

になれます。

春分の陣馬山

３月２０日 快晴

春分にあたり自然をたたえ生物をいつくしむ日。昼夜の長さがほぼ等しく、その日を境に冬が春に

変わる春分の日に陣馬山を巡る。

天気予報では曇り一時小雨と報じられる。だが、当日は雲一つない青空が広がる無風のハイキング

日和だった。

高尾駅北口改札口前に参加予定の６名が集合。駅から数分離れたバス乗り場でバスを待ち、終点の

陣馬高原下のバス停で下車する。

登山準備をする間にも増発された臨時バスが停まり、多勢のハイカーが下車する。登山者に混じっ

てヘルメット姿のサイクリング客が陣馬街道を進行方向に走る。私らもその後を追って車道を歩く。

新ハイキングコース分岐で「左和田峠２．４Ｋ。陣馬山１．９Ｋ」の道標にしたがって登山道に入る。沢沿

いの緩斜の道はやがて急斜の北尾根に移る。そこからはつづら折りの急斜面をひたすら急登しつづ

ける。左方の谷間にはかなりの残雪が望める。登山道周辺にもわずかな雪が残る。

小峰手前のバス停分岐の道標で急登から解放されて右にトラバースする。林道に出合ってからは

「山頂まで０．４Ｋ」の案内に励まされながら泥濘む道に耐え、石段を登る。やがて広々とした陣馬山に

達する。

５メートル以上はあろう巨大な白馬のモニュメントを見仰ぐ。多くのハイカーが憩う広場には売店、ト

イレ、東屋やテーブル、椅子が設けられている。

パーティはテーブルを囲んで思い思いに昼食をとる。各自が持ちよった料理に遠慮なく箸をだす。

コンロで温めた味噌汁まで配られる。なにを食べてもおいしくいただける。

快晴、ときたま冷たい風が吹こうが、ほとんど無風。すんだ青空がまばゆい。

天高し

陣馬のやまの

日だまりに

肩をよせあう

やまのかたりべ



誰とはなしにザックにパッキングするのを見て出発時間を告げる。

白馬を背景に全員の集合写真を撮り終えて山頂を背にする。高尾山側の東尾根にルートをとり、奈

良子峠で小休止しながら、奈良子尾根の下山路を確認する。

しばらくは急斜面を連続下降する。傾斜が緩んだあたりで白ペンキに塗られた手摺をたよりに階段

を下る。ようやく舗装車道に降り立つ。すぐ下方には「姫谷へ近道１０分」の看板が招く。

さらに、ひとしきり急下降すると姫谷旅館前にでる。

姫谷紀聞

姫谷温泉には入浴施設が１つしかない。混浴したいが、そんな話をしたなら殴られるに決まっている。

柄にもなくレディファーストを気どり、女性を先に入浴してもらう。そのころ下山してきた４人パーティ

に２人の女性がいるようなので彼女たちにも先に入浴を勧める。

メンバーの女性は気配りをして湯から上がるが、見知らぬ女性に長湯をされて二度も催促をする。１

時間ほど待たされてようやく男らも入浴する。

それでも女将が作ってくれたフキの天ぷらは旨かったし、風呂も良かった。

（温泉名）姫谷温泉。（泉質）ナトリウム・カルシウム鉱泉。（効用）リウマチ、神経痛、湿疹、皮膚病、腰

痛、肩こり、疲労回復、冷え症、打ち身、くじき。（性状）無色、澄明、無臭。ＰＨ不明。

ささやかな小宴会が終わるのを見はからって女将が顔をだす。

「藤野駅まで宿の車で送ります。よかったらご利用ください。」

渡りに舟とばかりに好意に甘え、お勘定を済ませて送迎車に乗り込む。

歩いたら３０分以上はかかる車道を５分の走行で駅まで送ってもらう。

よかったね。

笑顔が溢れる。

３月２５日脱稿

タイム

中央線高尾駅 9：50

（バス）

陣馬高原下バス停 10：20～10：35

新ハイキングコース登山口 11：05～11：15

バス停分岐 12：35～12：45

（右トラバース）

林道出合 12：55

陣馬山 13：15～14：05

奈良子峠 14：30～14：40

車道出合 15：05

陣馬の湯 姫谷 15：20～17：30

（送迎車）

中央線藤野駅 17：40～18：03

中央線高尾駅 18：30～18：35

中央線、武蔵野線、京浜東北 19：55～20：10

線経由川口駅

（バス）

川口帰社 20：40

パーティ 渋谷、石井、小沢、植松、井川、藤野（計 6 名）




