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レベルアップしたベルシリーズ

クマが冬眠中だというのにベルの注文が相次ぎました。春先には在庫切れになるおそれが生じ

ましたので、多忙の最中の３月に再生産を行いました。

弊社製のベルシリーズの特長は吊り紐のワイヤーロープにあります。ステンレス材のワイヤーは

錆びません。布よりも丈夫で長持ちします。弾性がベルの音をさらに響かせます。弊社製のベルシリ

ーズの音色にかなうベルはないと自負しています。

ワイヤーロープは従来、足踏式の人力プレスでカシメていました。作業者の不注意でカシメが外

れるトラブルを招きます。動力プレスでカシメると、全てのベルが同一に仕上がります。不良品は発

生しません。

新しい加工法で完成したベルシリーズは従来品よりも見栄えがよく、ベル音が一段と響きます。ス

テンレスワイヤーが抜けるおそれもなくなります。ベルシリーズの作業終了後、僅かに残る在庫品も

動力プレスでカシメ直しました。まだエキスパート オブ ジャパンのベルシ

リーズを扱っていないお店がありましたなら、レベルアップしたベルを注文下

さいますようお願い申し上げます。

価格変わらず。バージョンアップしたベルシリーズは本年３月より出荷して

います。
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税込価格：￥3,234

ゼロベル (C11)

高さ：39 ㎜ 直径：40 ㎜

重量：65ｇ 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
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真鍮製

1.5 ㎜Φステンレスワイヤー吊り
プチベル (C17)
：27 ㎜ 直径：29 ㎜

：30ｇ 消音板つき

ルより一回り小さな熊鈴

。小さくても良く響きま
ビッグベル (C18)
：45 ㎜ 直径：45 ㎜

：85ｇ 消音板つき

トドア・スポーツではこの

さが限界かも…ベルは大

ほど鈴音が響きます。
税込価格：￥1,848 税
ミニベル (C16)
さ：14 ㎜ 直径：16 ㎜

量：10ｇ 消音板なし

んだ鈴音が魅了する

ニサイズの鈴です。
込

４種すべて

カラー：ゴールド
価格：￥1,155



8Ｐ卍～１４Ｐ卍のジョイントの説明

クロモリ 8Ｐ卍～１４Ｐ卍は通常Ｍジョイントをつけて出荷します。靴サイズは２３ｃｍ～28ｃｍ用。ジョイン

トは特殊鋼（SK-５）1.2 ㎜厚 焼入れ製。７㎜間隔で６㎜径の穴が連続してあいています。微妙なサイズ

調整ができます。連続穴がスプリング効果を増し、良く反ります。大きく反らせても塗装が剥げない

最新の電着塗装仕上げです。

特に小さい靴や大きい靴用には Ｓ、Ｌサイズのジョイントをオプションでお求めになれます。余ったジ

ョイントは有料で引き取ります。Ｓ、Ｌのジョイントをつけての出荷もＯＫです。

ー データ ー

ジョイント名 適用靴サイズ 重量（２本） 税込価格

Ｓジョイント ２３ｃｍ以下向き ５０ｇ ２,５２０円

Ｍジョイント ２３ｃｍ～２８ｃｍ ７０ｇ ２,０１６円

L ジョイント ２８ｃｍ～３２ｃｍ ７５ｇ ２,０１６円

ＬＬジョイントは需要がありませんので廃版にしました。

2008 年１１月号通巻 290 号の本誌に「ジョイント交換時に塗装面に傷ついた際はお引き取り出来ませ

ん」と但し書きをしましたが、再塗装可能と判明しました。山で使用して傷ついたジョイントはお断りし

ます。ジョイント交換時に塗装が剥げた品についてはジョイント代金に再塗装費用 １セットにつき 525

円を差し引いて、引き取りします。お詫びと訂正をさせていただきます。

サイズ調整時の注意

○ 靴と隙間がない位置にジョイント長さを調整してください。緩めにすると四角ナットがはず

れやすくなります。

○ ジョイント穴は○Ａより左方の穴で固定してください。最後の穴ではジョイントがガタつきま

す。

○Ａ



８Ｐ～１４Ｐアイゼンの取扱説明書を改善しました。
装着法の裏側に貼りつけました。（４月末より）

（ＳＴ

お得意先からの要請に従い、ＮＥＷ

中。とりあえず、あらましをお知らせ

１、 世界唯一のクロモリ鋼製。世界

ズです。

２、 世界に誇るメード イン ジャ

このフリーサイズＮＥＷリトルベ

中サイズが広がり、靴から外れ

め処理を必ず行い、固定バンド

３、 ＮＥＷリトルベア―卍は６本爪軽

味わいました。多くのハイカー

乞うご期待。
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【サイズ調整時の注意】
サイズより緩めにサイズ調整

しない。サイズ調整を緩めに

ると行動中、アイゼンが左右

動きます。結果、四角ナットが

みます。８Ｐ～１４Ｐは靴の前後

隙間がなければボルトを紛失

る恐れはありません。

【下山後のメンテナンス】
ンテナンスをしないで放置す

と、金属疲労の原因となり、ト

ブルを誘発します。①水洗い

して泥を落とし、陰干しする

乾いたら、ウエスにミシン油

つけて金属部に塗る。ＫＵＲＥ５

６なら完璧です。③ベルト、爪

カシメ部の点検をします。カ

メはハンマーでたたくと緩み

直ります。いつでも使える状

にし、湿気のない場所に保管
バージョンアップした

２７）NEWリトルベア卍 set

リトルベアー卍を開発中です。只今、フィールドテストと市場調査

します。

最軽量。靴を選ばず、あらゆるサイズに装着できるフリーサイ

パンです。

アー卍 set は、調整ナットを締め忘れたりバンドが緩むと、行動

るおそれがあります。フリクション装着法で装着。美錠の緩み止

が緩まないようにしてよい山を歩いてください。

アイゼンの集大成です。研究開発には久し振りに生む苦しみを

に使用していただければ苦労は報われます。

下さい。



足元を見直した外注業者

商品生産にはいくつかの外注業者の協力を必要とされます。例えば材料、バリ取り、焼入、塗装、

メッキ、織物、ポリ袋、パッケージ、部品、縫製、電気、大工、段ボール、スクラップ処理、産業廃棄物処

理などです。そのほとんどは弊社より大規模な企業です。

池袋の工場を現在の川口市に移転した当時はすべて池袋の業者に頼っていました。だが近ごろ

になって足元を見られていたと、気が付きました。長年取引していた業者とは信頼関係にあるはず

です。世間相場の取引をしていると安心していたので、価格は相手の言いなりでした。

また、池袋の業者を川口へ呼ぶだけでも出張経費がかかる現実にも気が付きました。

幸い川口商工会議所からメンバーとしての協力が得られます。支払金額に大差がなければ信頼

関係を大切にします。だが、弊社のために新しい業者と付き合うべきと判断した場合は有利なほう

を選びます。

外注業者とは信頼関係にあるべきです。もしかして足元を見られて不利な取り引きをしていた場

合は有利なほうを選ぶのが健全な会社経営です。

現在は川口市とその周辺の業者との付き合いが圧倒的に増えつつあります。信用ができない外

注業者とは永い付き合いができるはずもありません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ
第 20 章 山中湖とその周辺

山中湖
や ま な か こ

山梨県南部、富士五湖の中で最も東側に位置する。標高が最も高い９８２ｍ。中禅寺湖、榛

名湖についで日本第３位の高さにある。水深１３ｍ。湖畔のカラマツ林の緩斜地に別荘が点在する。遠

浅のため水泳や舟遊び、テニスで夏はにぎわい。冬はスケーターが訪れる。東湖畔には、逆さ富士

やダイヤモンド富士が望めるスポットもある。

メンバーの渋谷雅弘所有の別荘が山中湖レイクサイドにあるという。彼の別荘を基点として周辺の

山と温泉をめぐる計画をたてる。

大平山
おおひらやま

山梨県南東部、富士山麓の山中湖北岸に位置する草山。別荘の管理人は「裏山」と呼んで

いる。標高１２９５．５ｍ。正面には富士、眼下には山中湖が見渡せる。広い山頂には電波中継所と東屋が

建つ。

ＮＥＷリトルベアー卍フィールドテスト

３月２５日に試作品を３set を造り、ボルト、ナット、ワッシャなども新型にあわせて取り寄せる。卍用固

定バンドを取り付けて登山靴に装着する。

サイズ調整は従来品より数倍早く済む。ボルトを外さずにサイズ調整ができるのでナットやワッシャ

ーを紛失するおそれもない。装着感も優れる。

ナットを締め忘れたり、固定バンドが緩まなければトラブルは発生しない。これらは取扱説明書に明

記して注意を促す。「調整ナットや固定バンドが緩むと、行動中、靴から外れてアイゼンにダメージを

与えます。その際の責任はメーカーは負いかねます。ナットを締め忘れたり、固定バンドの緩み止め処

理を必ず行ってください。」

大平山ではＮＥＷリトルベアー卍試作品３set のフィールドテストを行う予定。協力してくれた３人には

完成品を贈って報いるつもりだ。



山中湖温泉 紅
べに

富士
ふ じ

の湯

ゆっくり楽しめる空間。コンクリート造りの建物と日本情緒豊かな庭園と露天風呂、富士の絶景とひ

ろ～い空間が自慢の温泉施設。

山梨県南都留郡山中８６５の７７６。電話０５５５（２０）２７００。

（温泉名）紅富士の湯。（泉質）アルカリ性単純温泉。（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、冷え症、疲労回復、病後回復期、健康増進、美

肌。（性状）無色、澄明、無臭。ＰＨ１０．３。

山中湖温泉 石割
いしわり

の湯

神秘的な石割山の麓に栗材をふんだんに使用し、古来からの梁組を生かした格調高い木製ドーム

形式の本格的温泉施設。

南都留郡山中湖村平野１４５０。電話０５５５（２０）３３５０。

（温泉名）石割の湯。（泉質）高アルカリ性温泉。（効用）神経痛、筋肉痛、関節痛、美肌、五十肩、運動

麻痺、打ち身、くじき、関節のこわばり、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増

進。（性状）無色、澄明、無臭。ＰＨ９．６。

本誌の著者 石井貞男がインターネットで検索できます

10 年ほど前、山仲間から教えられ、我社のパソコンで調べたときは数行に載っていました。最近にな

って改めて検索したところ、びっくりするほど多く記載されていることに気がつきました。

パソコンがある方は石井貞男を検索してみてください。その一部を紹介させていただきます。

４月
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アウトドア・スポーツ・オリジナル商品の開発・生産・卸売の一貫メーカーです。

株式会社エキスパートオブジャパン

山を愛する気持ちから生まれる製品たち

山人口は約500万人とも1000万人ともいわれており、そのほとんどが中高年を中心とした

代で占められています。都会の息苦しさから逃れて大自然に心のゆとりを求めようと、中高

を中心に軽登山や野山を歩くトレッキングがブームになっています。登山装備・道具の専門

ーカーであるエキスパートオブジャパンは、そんな登山愛好家をサポートし続けてきました。

や、軽登山やハイキングでも必需品であるステッキは、握力の弱い中高年層でも長さ調整

しやすく、確実にロックできるラチェット式を採用している。日本の登山をより楽しむために、

の製品を使う側に立って開発し続けている。今のように登山装備・道具がなかった時代から

社でオリジナルの製品を製造し、社長自ら登山でテストを繰り返してきた。現在、国内有名登

用品専門店300店舗以上で購入することができる。また、アイゼンに関しては、今では“Made
次号につづく

春まだ浅し大平山

21 日 今にも雨が降りそうな曇天

駅西口の中央道高速バスターミナルを出発したバスの車窓からは今が盛りの満開の桜や菜の

見する。だが、富士山麓を走行するころは、桜の花はまだ莟。霊峰富士も裾野まで雪を覆って

バスは定刻通り山中湖湖畔の「ホテルマウント富士入口」バス停に着く。下車後、メンバーの渋

話をかけると、待つこと 10 分で別荘の管理人が運転する車に乗った友人が現れる。どうやら

Japan”のオンリーワンメーカーである。



車が必要な時には、その都度、管理人が車をだしてくれる規定になっているらしい。渋谷の別荘に滞

在中はその後も管理人の運転する車の世話になる。

先ずは紅富士の湯で旅の疲れを癒す。湯から上ると、管理人の車を呼び、最寄りのスーパーマーケ

ットへ移動。今夜と明日の必要な食糧品を買い求める。

夕闇が迫るころ、山中湖湖畔の渋谷の別荘に到着する。マンション形式の別荘の全室からは正面に

富士山と山中湖が眺望できる絶景の地にある。居間の壁には書道家でもある奥方の作品が一面に飾

られて、リニューアルして間もない部屋は清潔感に溢れる。タバコは富士山を望むベランダにでて吸

わせてもらう。

夜は管理人を交えて言いたい放題の宴会を催す。23 時就寝。

４月２２日 曇後雨 山中湖畔気温２℃

前日、結婚式に招かれていた小嶋が早朝スポーツカーで家を出発、朝７時前には私らと合流する。

朝食を走行中に済ませた彼は素早く登山仕度を整える。その傍らで筆者は寝惚け眼で握り飯をほう

ばる。

朝７時５５分３人パーティは出発。マンション前の車道を左に歩き、最初の分岐を右折、ゲートに閉ざ

された分岐路の右側から登山道に足を踏み入れる。

流水に流されて掘られた歩きにくい登山道を急登する。花の都公園分岐を左方に見送ってからは

快適な尾根歩きをして飯盛山に立つ。

３人は山頂でＮＥＷリトルベアーを装着する。飯盛山は標高１１７８m。ここからも富士と山中湖の展望が

楽しめる。富士は雲に隠れては顔を覗かせる。冷風に湿りを感じる。

長い階段を急下降したあとは、延々と続く階段をゆっくりと登る。登りつかれたら一息入れる。果て

ない階段登りに嫌気をさし、左手に見える車道にコースを変える。傾斜の緩い車道を登って、なんと

か大平山に達する。

東屋で小休止するころ、冷たい雨が降りはじめる。富士山や山中湖は雨雲に隠れる。石割山まで行

きたかったが無理は禁物。大平山から山中湖へ下るコースを地図で探す。

富士望む

春はまだ浅し

峰に立ち

風にさらされ

雨にこごえん

山頂から石割山側の稜線を下る途中で小型のイノシシの死骸を見つける。その先の鞍部分岐で右

折する南麓へ下る林道を下降する。

道は車輪の轍
わだち

で荒らされている。泥にまみれた林道下りはＮＥＷリトルベアーの６本爪に助けられて

湖畔を目指す。一度もバランスを崩さずに前進する。

荒路歩きに飽きたころ、舗装路にであう。坂を越えると、目の前には別荘地が広がる。３人はアイゼ

ンを外してザックに収納する。すれ違う車両に気を配りながら道なりに下って山中湖畔にでる。遊歩

道の東屋に憩い、別荘の管理人を電話で呼び出す。

３人は石割の湯で温泉に浸る。２時間後に渋谷宅にもどり、高速バスの時間に合わせて「ホテルマウ

ント富士入口」のバス停へと送ってもらう。



暑い夏にはご一緒しましょう。約束ですよ。

タイム

4 月２１日

新宿駅西口 13：10

（高速バス）

ホテルマウント富士入口 15：20～15：30

バス停（車）

紅富士の湯 15：50～17：00

（車 買物含む）

渋谷別荘 18；00

4 月 22 日

渋谷別荘 7：55

登山口 8：00

花の都公園分岐 8：20

飯盛山 8：35～8：57

（NEW リトルベアー装着）

大平山 9：35～9：50

別荘地 舗装路奥端 10：25～10：35

（NEW リトルベアー外す）

山中湖畔 遊歩道の東屋 10：50～11：20

（車）

石割の湯 11：30～13：50

（車）

渋谷別荘 14：00～15：20

（車）

ホテルマウント富士入口 15：30～15：40

バス停

新宿駅 18：40

川口駅 19：18

川口帰社 20：00

パーティ 渋谷、小嶋、石井

（やまのかたりべメンバースの３人は高校の同級生でもある）

ＮＥＷリトルベアー卍 set の特許申請、金型発注、その他の業務に追われながら、2012 年 4 月 23 日

本紀行を脱稿する。



（Ｓ５）３段ファルコン茶色がワイン色に変わりました。（４月末より）

（ＳＴ２８）チタン５Ｐ完売のお知らせ

自慢の商品でしたが、材料費が高額すぎて継続できません。

完売と同時に廃版とさせていただきます。

(S5)3 段ファルコン
カラー/ワイン

長さ/578 ㎜～1223 ㎜。重量/275g。

税込価格/￥8,820


