
 
    

我社我社我社我社のののの商品商品商品商品はすべてはすべてはすべてはすべて    Made in JapanMade in JapanMade in JapanMade in Japan    表示表示表示表示をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 
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TEL ０４８（２８１）１３２２  FAX ０４８（２８６）０８６６ 
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発明特許商品紹介発明特許商品紹介発明特許商品紹介発明特許商品紹介    

    
実用新案出願実用新案出願実用新案出願実用新案出願    平成平成平成平成 24242424 年年年年 5555 月吉日月吉日月吉日月吉日    

（（（（考案考案考案考案のののの名称名称名称名称））））    

エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート型型型型ワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッター    

（（（（考案者考案者考案者考案者））））    石井貞男石井貞男石井貞男石井貞男    
（（（（出願人出願人出願人出願人））））    石井貞男石井貞男石井貞男石井貞男    
（（（（代理人代理人代理人代理人））））    弁理士弁理士弁理士弁理士    梶原康稔梶原康稔梶原康稔梶原康稔    
実用新案登録請求範囲実用新案登録請求範囲実用新案登録請求範囲実用新案登録請求範囲    
    フートプレスフートプレスフートプレスフートプレス（（（（足踏式足踏式足踏式足踏式））））機又機又機又機又はははは動力動力動力動力プレスプレスプレスプレス機機機機
にセットするにセットするにセットするにセットする金型金型金型金型。。。。切断切断切断切断したいしたいしたいしたい 1111ΦΦΦΦ～～～～6666ΦΦΦΦのステのステのステのステ
ンレスンレスンレスンレス製製製製もしくはスチールもしくはスチールもしくはスチールもしくはスチール製製製製ワイヤワイヤワイヤワイヤーーーー、、、、電線電線電線電線なななな
どをどをどをどを金型金型金型金型にににに通通通通してしてしてして、、、、プレスプレスプレスプレス機機機機をををを作動作動作動作動させるとさせるとさせるとさせると切切切切
断断断断できるできるできるできる。。。。ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー長長長長さはさはさはさは金型金型金型金型ににににつつつついているいているいているいている
手前手前手前手前のののの定規定規定規定規でででで変更変更変更変更できるできるできるできる。。。。    
（（（（設計図設計図設計図設計図⑧⑧⑧⑧－－－－1111 あてあてあてあて定規定規定規定規）。）。）。）。    
    
（（（（特長特長特長特長））））    

○○○○切断面切断面切断面切断面がががが綺麗綺麗綺麗綺麗、、、、バリのバリのバリのバリの発生発生発生発生がががが少少少少ないないないない。。。。    

○○○○安全性安全性安全性安全性にににに優優優優れれれれ、、、、操作操作操作操作がががが簡単簡単簡単簡単。。。。    

○○○○ステンレスワイヤーステンレスワイヤーステンレスワイヤーステンレスワイヤー３３３３ΦΦΦΦまではまではまではまでは    

女性女性女性女性にもにもにもにも作業作業作業作業がががが可能可能可能可能。。。。    

作業性作業性作業性作業性にににに優優優優れるれるれるれる。。。。    

○○○○切粉切粉切粉切粉がががが発生発生発生発生せずせずせずせず、、、、作業場作業場作業場作業場がががが汚汚汚汚れないれないれないれない。。。。    

○○○○長年長年長年長年のののの使用使用使用使用にににに耐耐耐耐えられえられえられえられ、、、、修理容易修理容易修理容易修理容易。。。。    

○○○○求求求求めやすいめやすいめやすいめやすい価格価格価格価格    

受注生産品受注生産品受注生産品受注生産品    

    

プレスプレスプレスプレス機機機機はははは販売販売販売販売しませんしませんしませんしません。。。。    

2012201220122012 年年年年 6666 月月月月よりよりよりより受注受付開始受注受付開始受注受付開始受注受付開始    

1111 台台台台    １５１５１５１５万円万円万円万円（（（（税抜税抜税抜税抜））））     ワイヤーカッターフートプレス作業 



ワイヤーカッターフートプレスセット 

開発開発開発開発のののの目的目的目的目的    

弊社弊社弊社弊社はははは創業以来創業以来創業以来創業以来、、、、ワイヤーロープをワイヤーロープをワイヤーロープをワイヤーロープを多多多多くくくく使使使使っていますっていますっていますっています。。。。卍式卍式卍式卍式アイゼンをアイゼンをアイゼンをアイゼンを生産生産生産生産するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって作業効作業効作業効作業効
率率率率のよいワイヤーカッターがのよいワイヤーカッターがのよいワイヤーカッターがのよいワイヤーカッターが必要必要必要必要になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

だがだがだがだが、、、、探探探探してもしてもしてもしても、、、、みつかりませんみつかりませんみつかりませんみつかりません。。。。    
やむにやまれずやむにやまれずやむにやまれずやむにやまれず 10101010 年以上年以上年以上年以上もももも前前前前にワイヤーカッターをにワイヤーカッターをにワイヤーカッターをにワイヤーカッターを研究開発研究開発研究開発研究開発しましたしましたしましたしました。。。。ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー梯子梯子梯子梯子、、、、スノーバースノーバースノーバースノーバー、、、、

卍卍卍卍シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、士士士士（（（（さむらいさむらいさむらいさむらい））））シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ベルシリーズなどはワイヤーカッターがあベルシリーズなどはワイヤーカッターがあベルシリーズなどはワイヤーカッターがあベルシリーズなどはワイヤーカッターがあればこそればこそればこそればこそ生産生産生産生産できたできたできたできた
自慢自慢自慢自慢のののの製品製品製品製品ですですですです。。。。まさにまさにまさにまさに必要必要必要必要はははは発明発明発明発明のののの母母母母ですですですです。。。。    
    ワイヤーカッターはワイヤーカッターはワイヤーカッターはワイヤーカッターは 2000200020002000 年年年年 5555 月月月月にににに作作作作ってってってって以来以来以来以来、、、、一度一度一度一度もももも修理修理修理修理をすることもなくをすることもなくをすることもなくをすることもなく、、、、可動可動可動可動していますしていますしていますしています。。。。    
    近近近近ごろになってごろになってごろになってごろになって、、、、弊社弊社弊社弊社だけのだけのだけのだけの秘密秘密秘密秘密でででで良良良良いのかなといのかなといのかなといのかなと考考考考えるようになりましたえるようになりましたえるようになりましたえるようになりました。。。。こんなこんなこんなこんな便利便利便利便利なななな機械機械機械機械はははは世世世世
にににに広広広広げげげげ、、、、多多多多くのくのくのくの人々人々人々人々のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるべきですてるべきですてるべきですてるべきです。。。。    
    上記上記上記上記のののの信念信念信念信念をもってをもってをもってをもって、、、、発明特許発明特許発明特許発明特許のののの申請申請申請申請をすませをすませをすませをすませ、、、、商品化商品化商品化商品化をしますをしますをしますをします。。。。    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

オ型組立図＆設計図 

①プレス用コミ既製品 

②オ型 SKD-11 焼入れ 

HRC59-62 

①②は 8 ミリボルトで固定 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッター販売方法販売方法販売方法販売方法    

○○○○発明特許発明特許発明特許発明特許のののの申請申請申請申請をするをするをするをする。。。。    
○○○○弊社弊社弊社弊社のホームページでのホームページでのホームページでのホームページで広広広広くくくく工業界工業界工業界工業界にににに広告広告広告広告するするするする。。。。    
○○○○販売方法販売方法販売方法販売方法はははは受注生産品受注生産品受注生産品受注生産品としてとしてとしてとして、、、、代金振代金振代金振代金振りりりり込込込込みみみみ後後後後、、、、受注受注受注受注とするとするとするとする。。。。    

受注後受注後受注後受注後 30303030 日以内日以内日以内日以内にににに宅配便宅配便宅配便宅配便によってによってによってによって納入納入納入納入できるようできるようできるようできるよう生産体制生産体制生産体制生産体制をををを整整整整えるえるえるえる。。。。    
    
    

ワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッターワイヤーカッター作業時作業時作業時作業時のののの材料設置方法例材料設置方法例材料設置方法例材料設置方法例    
    
    
    
    
    
加工加工加工加工ワイヤーはワイヤーはワイヤーはワイヤーは通常通常通常通常、、、、購入時購入時購入時購入時にはドラムににはドラムににはドラムににはドラムに巻巻巻巻

かれていますかれていますかれていますかれています。。。。加工加工加工加工ワイヤーのワイヤーのワイヤーのワイヤーの設置次第設置次第設置次第設置次第でででで作業作業作業作業
がががが円滑円滑円滑円滑にににに進進進進むかむかむかむか、、、、手間手間手間手間どるかどるかどるかどるか、、、、大大大大きくきくきくきく左右左右左右左右されまされまされまされま
すすすす。。。。    

弊社弊社弊社弊社のののの設置方法設置方法設置方法設置方法をエキスパートをエキスパートをエキスパートをエキスパート型型型型ワイヤーカワイヤーカワイヤーカワイヤーカ
ッターをおッターをおッターをおッターをお求求求求めになるユーザーのためにめになるユーザーのためにめになるユーザーのためにめになるユーザーのために、、、、おおおお知知知知
らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。    
キャスターのないキャスターのないキャスターのないキャスターのない四脚椅子四脚椅子四脚椅子四脚椅子のののの腰座腰座腰座腰座をパイプごをパイプごをパイプごをパイプご

とととと外外外外しますしますしますします。。。。外外外外したしたしたした四脚部四脚部四脚部四脚部にドラムのにドラムのにドラムのにドラムの穴穴穴穴よりよりよりより小小小小ささささ
いパイプをいパイプをいパイプをいパイプを通通通通してしてしてして、、、、四脚部上側四脚部上側四脚部上側四脚部上側のボルトのボルトのボルトのボルト（（（（椅子高椅子高椅子高椅子高
さをさをさをさを変変変変えるボルトえるボルトえるボルトえるボルト））））でででで固定固定固定固定しますしますしますします。。。。    
従来椅子従来椅子従来椅子従来椅子についていたパイプよりドラムにいれについていたパイプよりドラムにいれについていたパイプよりドラムにいれについていたパイプよりドラムにいれ

るパイプがるパイプがるパイプがるパイプが小小小小さすぎるさすぎるさすぎるさすぎる際際際際はははは、、、、長長長長いボルトにいボルトにいボルトにいボルトに変変変変ええええ
てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

ドラムにドラムにドラムにドラムに入入入入れたパイプはれたパイプはれたパイプはれたパイプは四脚四脚四脚四脚にににに通通通通してドラムしてドラムしてドラムしてドラム
高高高高さよりさよりさよりさより 2222～～～～3333 ㎝㎝㎝㎝でるほうがでるほうがでるほうがでるほうが、、、、ドラムドラムドラムドラム交換交換交換交換がががが楽楽楽楽にににに
できますできますできますできます。。。。    

弊社弊社弊社弊社のドラムのドラムのドラムのドラム設置方法例設置方法例設置方法例設置方法例をををを写真写真写真写真でででで紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。
それをそれをそれをそれを参考参考参考参考におにおにおにお客様客様客様客様がががが作業作業作業作業しやすいしやすいしやすいしやすい方法方法方法方法をををを考考考考
えていただけますようおえていただけますようおえていただけますようおえていただけますようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

フートプレス 

ロープドラム 

四脚椅子 



強羅温泉強羅温泉強羅温泉強羅温泉のののの特徴特徴特徴特徴    

                    ・・・・硫酸硫酸硫酸硫酸塩泉塩泉塩泉塩泉    

                            ・・・・塩化物泉塩化物泉塩化物泉塩化物泉    

泉泉泉泉    質質質質            ・・・・単純温泉単純温泉単純温泉単純温泉    

                            ・・・・単純硫黄泉単純硫黄泉単純硫黄泉単純硫黄泉    

                            。。。。炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉    

温温温温    度度度度            ・・・・30303030℃℃℃℃～～～～95959595℃℃℃℃    

                            神経痛神経痛神経痛神経痛、、、、筋肉痛筋肉痛筋肉痛筋肉痛、、、、関節痛関節痛関節痛関節痛、、、、五十肩五十肩五十肩五十肩、、、、運動麻痺運動麻痺運動麻痺運動麻痺、、、、    

一般適応症一般適応症一般適応症一般適応症        関節関節関節関節のこわばりのこわばりのこわばりのこわばり、、、、うちみうちみうちみうちみ、、、、くじみくじみくじみくじみ、、、、慢性消化器病慢性消化器病慢性消化器病慢性消化器病、、、、痔疾痔疾痔疾痔疾、、、、    

                            冷冷冷冷ええええ症症症症、、、、病後回復病後回復病後回復病後回復期期期期、、、、疲労回復疲労回復疲労回復疲労回復、、、、健康増進健康増進健康増進健康増進    

泉質別適応症泉質別適応症泉質別適応症泉質別適応症    きりきずきりきずきりきずきりきず、、、、やけどやけどやけどやけど、、、、慢性皮膚病慢性皮膚病慢性皮膚病慢性皮膚病、、、、虚弱児童虚弱児童虚弱児童虚弱児童、、、、慢性婦人病慢性婦人病慢性婦人病慢性婦人病、、、、    

                            動脈硬化症動脈硬化症動脈硬化症動脈硬化症    

大文字焼きとは 

 

山並みを縫って強羅温泉郷においでの皆様は必ず「大」の字が浮き出された山を仰ぎ見られることでしょう。こ

の山が通称「大文字山」と呼ばれ、正しくは箱根外輪山の一つ標高 923ｍの明星岳です。毎年 8 月 16 日夜行わ

れる強羅温泉最大行事である「強羅夏祭り大文字焼」が雄大かつ壮麗に行われる山です。 

「大文字焼」は大正 10 年から始まり強羅で夏を過ごす避暑客を慰め、同時に地元の旧盆の送り火を兼ねて今も

なお盛大に行われています。 

２カ月も前より炎天下の山腹において刈取乾燥の作業が繰り返し行われ乾燥した篠竹（箱根産女竹 長さ３ｍ程）

直径 30cm 程の束を 350 束造ります。「大」の字の輪郭に沿って 2 重に約１．５ｍ間隔に立て、一すじの花火を合

図に点火され、点が線となって皆様の眼前に、「大」の字が浮かび上がります。 

やまのかたりべやまのかたりべやまのかたりべやまのかたりべ    

第第第第 21212121 章章章章    箱根箱根箱根箱根のののの山山山山とととと温泉温泉温泉温泉    

    

金時山金時山金時山金時山
きんときやま

    神奈川県足柄下郡箱根火山群箱根外輪山神奈川県足柄下郡箱根火山群箱根外輪山神奈川県足柄下郡箱根火山群箱根外輪山神奈川県足柄下郡箱根火山群箱根外輪山のののの最高峰最高峰最高峰最高峰のののの標高標高標高標高 1313m1313m1313m1313m。。。。明星明星明星明星ガガガガ岳岳岳岳、、、、明神明神明神明神ガガガガ岳岳岳岳のののの

草山草山草山草山とととと異異異異なりなりなりなり、、、、山頂山頂山頂山頂にはにはにはには金時金時金時金時のののの踏跨踏跨踏跨踏跨りりりり石石石石とととと称称称称するするするする巨岩巨岩巨岩巨岩がそそりがそそりがそそりがそそり立立立立つつつつ。。。。そばにそばにそばにそばに茶店茶店茶店茶店がががが建建建建つつつつ。。。。山全体山全体山全体山全体がががが

一一一一つのつのつのつの集塊岩集塊岩集塊岩集塊岩でででで箱根火山群箱根火山群箱根火山群箱根火山群がまだがまだがまだがまだ円錐円錐円錐円錐のののの単式火山単式火山単式火山単式火山であったであったであったであった第三紀時代第三紀時代第三紀時代第三紀時代にににに寄生火山寄生火山寄生火山寄生火山としてとしてとしてとして噴出噴出噴出噴出。。。。山山山山

頂南側頂南側頂南側頂南側（（（（仙石原仙石原仙石原仙石原））））はははは爆裂火口爆裂火口爆裂火口爆裂火口のののの荒々荒々荒々荒々しいしいしいしい岩肌岩肌岩肌岩肌をををを露出露出露出露出しているしているしているしている。。。。坂田金時坂田金時坂田金時坂田金時のののの伝説伝説伝説伝説のののの山山山山。。。。山形山形山形山形のとがったのとがったのとがったのとがった

得意得意得意得意なななな形形形形からからからから猪鼻岳猪鼻岳猪鼻岳猪鼻岳ともともともとも呼呼呼呼ぶぶぶぶ。。。。    

    

強強強強
ごう

羅羅羅羅
ら

温泉温泉温泉温泉
おんせん

    原泉数原泉数原泉数原泉数はははは46464646箇所箇所箇所箇所、、、、泉質泉質泉質泉質はははは3333種類種類種類種類にににに分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。最高温度最高温度最高温度最高温度はははは95959595℃℃℃℃。。。。高高高高いいいい塩分成分塩分成分塩分成分塩分成分をををを含含含含むむむむ。。。。

強羅温泉強羅温泉強羅温泉強羅温泉はははは大涌谷大涌谷大涌谷大涌谷からからからから引引引引きききき湯湯湯湯したしたしたした乳白色乳白色乳白色乳白色のののの酸性一硫酸塩泉酸性一硫酸塩泉酸性一硫酸塩泉酸性一硫酸塩泉、、、、白雲山白雲山白雲山白雲山からからからから引引引引きききき湯湯湯湯したしたしたした単純硫黄泉単純硫黄泉単純硫黄泉単純硫黄泉をををを中中中中

心心心心にににに単純温泉単純温泉単純温泉単純温泉、、、、塩化物質塩化物質塩化物質塩化物質、、、、炭酸水素温泉炭酸水素温泉炭酸水素温泉炭酸水素温泉などなどなどなど多種多様多種多様多種多様多種多様なななな温泉温泉温泉温泉をををを同一地域内同一地域内同一地域内同一地域内でででで堪能堪能堪能堪能することができるすることができるすることができるすることができる

箱根有数箱根有数箱根有数箱根有数のののの温泉郷温泉郷温泉郷温泉郷。。。。標高標高標高標高 440440440440ｍ。ｍ。ｍ。ｍ。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大涌谷大涌谷大涌谷大涌谷
おおわくだに

    神奈川県足柄下郡神奈川県足柄下郡神奈川県足柄下郡神奈川県足柄下郡にににに位置位置位置位置するするするする。。。。古古古古くはくはくはくは大地獄大地獄大地獄大地獄とととと呼呼呼呼ばれたがばれたがばれたがばれたが、、、、明治明治明治明治 6666 年年年年にににに明治天皇明治天皇明治天皇明治天皇がががが訪訪訪訪れれれれ

たときたときたときたとき、、、、大涌谷大涌谷大涌谷大涌谷とととと改称改称改称改称するするするする。。。。箱根火山活動箱根火山活動箱根火山活動箱根火山活動のののの最新最新最新最新のののの爆裂口爆裂口爆裂口爆裂口。。。。神山北側神山北側神山北側神山北側をををを破破破破りりりり噴気孔噴気孔噴気孔噴気孔がありがありがありがあり、、、、付近付近付近付近はははは草草草草

木木木木がががが枯枯枯枯れれれれ岩岩岩岩はははは風化風化風化風化してしてしてして荒廃荒廃荒廃荒廃しているしているしているしている。。。。標高標高標高標高 1040m1040m1040m1040m。。。。標高標高標高標高がががが高高高高くくくく風通風通風通風通しがよいのでしがよいのでしがよいのでしがよいので噴火口付近以外噴火口付近以外噴火口付近以外噴火口付近以外はははは

涼風涼風涼風涼風がががが咲咲咲咲くくくく。。。。強羅強羅強羅強羅からはからはからはからは早雲山早雲山早雲山早雲山ケーブルカーでケーブルカーでケーブルカーでケーブルカーで早雲山早雲山早雲山早雲山へへへへ行行行行きききき（（（（751.2m751.2m751.2m751.2m））））箱根箱根箱根箱根ロープウェイにロープウェイにロープウェイにロープウェイに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええ

てててて大涌谷大涌谷大涌谷大涌谷でででで下車下車下車下車するするするする。。。。    



    

風薫風薫風薫風薫るるるる箱根箱根箱根箱根のののの山山山山    
    

5555 月月月月のののの企画企画企画企画をををを模索模索模索模索しているしているしているしている時時時時、、、、小嶋小嶋小嶋小嶋からからからから提案提案提案提案されるされるされるされる。。。。    

「「「「箱根箱根箱根箱根にににに別荘別荘別荘別荘があるがあるがあるがある。。。。良良良良かったらかったらかったらかったら 5555 月月月月にににに泊泊泊泊りにりにりにりに来来来来なよなよなよなよ。。。。多勢多勢多勢多勢をををを泊泊泊泊めたことがめたことがめたことがめたことが無無無無いのでいのでいのでいので、、、、寝具寝具寝具寝具はレンタはレンタはレンタはレンタ

ルだルだルだルだ」」」」    

レンタルレンタルレンタルレンタル寝具寝具寝具寝具をををを借借借借りたくないメンバーはりたくないメンバーはりたくないメンバーはりたくないメンバーは寝袋寝袋寝袋寝袋をををを持参持参持参持参すればすればすればすればすすすすむむむむ。。。。    

別荘別荘別荘別荘があるがあるがあるがある強羅強羅強羅強羅をををを起点起点起点起点にににに温泉入浴温泉入浴温泉入浴温泉入浴やややや大涌谷観光大涌谷観光大涌谷観光大涌谷観光、、、、金時山登山金時山登山金時山登山金時山登山のののの企画企画企画企画をたてるをたてるをたてるをたてる。。。。    

結果結果結果結果はははは当日当日当日当日のののの天候次第天候次第天候次第天候次第。。。。あとはあとはあとはあとは野野野野となれとなれとなれとなれ、、、、山山山山となれとなれとなれとなれ。。。。    

はははははははは呑気呑気呑気呑気だねえだねえだねえだねえ。。。。    

ところでゴールデンウィークはいかにところでゴールデンウィークはいかにところでゴールデンウィークはいかにところでゴールデンウィークはいかに、、、、おおおお過過過過ごしですかごしですかごしですかごしですか、、、、私私私私はカレンダーはカレンダーはカレンダーはカレンダー通通通通りにりにりにりに会社会社会社会社でででで休休休休んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

もしかするとこのもしかするとこのもしかするとこのもしかするとこの文章文章文章文章をををを綴綴綴綴っているやもしれませんっているやもしれませんっているやもしれませんっているやもしれません。。。。    

 

5555 月月月月 3333 日日日日    記録的記録的記録的記録的なななな大雨大雨大雨大雨    
病気病気病気病気にににに悩悩悩悩んだんだんだんだ経験経験経験経験などなどなどなど皆無皆無皆無皆無だったがだったがだったがだったが、、、、熱中症熱中症熱中症熱中症をををを患患患患ってってってって以来以来以来以来、、、、肩肩肩肩こりこりこりこり、、、、体力体力体力体力、、、、視力視力視力視力のののの衰衰衰衰ええええ、、、、目眩目眩目眩目眩などをなどをなどをなどを

自覚自覚自覚自覚するようになりましたするようになりましたするようになりましたするようになりました。。。。    

体力体力体力体力をををを維持維持維持維持するためするためするためするため①①①①相撲相撲相撲相撲のののの四股四股四股四股 30303030 回回回回。。。。②②②②蹲踞蹲踞蹲踞蹲踞 30303030 回回回回。。。。③③③③背反背反背反背反りりりり 30303030 回回回回。。。。④④④④右背筋右背筋右背筋右背筋 30303030 回回回回。。。。⑤⑤⑤⑤左背筋左背筋左背筋左背筋

30303030 回回回回。。。。⑥⑥⑥⑥腹式深呼吸腹式深呼吸腹式深呼吸腹式深呼吸 10101010 回回回回。。。。はははは毎日入浴前毎日入浴前毎日入浴前毎日入浴前にににに行行行行うよううよううよううよう習慣習慣習慣習慣づけていますづけていますづけていますづけています。。。。体調不良体調不良体調不良体調不良のののの原因原因原因原因をををを知知知知りたくりたくりたくりたく

てててて内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、耳鼻科耳鼻科耳鼻科耳鼻科とととと多多多多くのくのくのくの病院病院病院病院にににに通通通通いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、結局結局結局結局はははは高齢高齢高齢高齢によるによるによるによる体力体力体力体力のののの衰衰衰衰えとえとえとえと、、、、過労過労過労過労のつのつのつのつ

けとけとけとけと診断診断診断診断されましたされましたされましたされました。。。。    

    とはいえとはいえとはいえとはいえ一年一年一年一年でもでもでもでも長長長長くくくく山歩山歩山歩山歩きをするためきをするためきをするためきをするため生活態度改善生活態度改善生活態度改善生活態度改善をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○力仕事力仕事力仕事力仕事はははは若手若手若手若手にににに任任任任せるせるせるせる。。。。    

○○○○ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操をををを継続継続継続継続するするするする。。。。社長社長社長社長はははは残業残業残業残業しないしないしないしない。。。。    

○○○○ルームランナールームランナールームランナールームランナー1111 日日日日 10101010 分分分分以上以上以上以上をををを継続継続継続継続。。。。    

○○○○食生活食生活食生活食生活をををを改改改改めるめるめるめる    

○○○○酒酒酒酒とタバコはほどほどにするとタバコはほどほどにするとタバコはほどほどにするとタバコはほどほどにする    

○○○○入浴入浴入浴入浴をををを欠欠欠欠かさずかさずかさずかさず。。。。睡眠睡眠睡眠睡眠はははは十分十分十分十分とるとるとるとる。。。。    

これらをこれらをこれらをこれらを習慣習慣習慣習慣づければづければづければづければ、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは悠々自適悠々自適悠々自適悠々自適なななな生活生活生活生活をすごせましょうをすごせましょうをすごせましょうをすごせましょう。。。。    

三日坊主三日坊主三日坊主三日坊主にならないようにあなたとともににならないようにあなたとともににならないようにあなたとともににならないようにあなたとともに生生生生きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。    

    

箱根箱根箱根箱根    強羅観強羅観強羅観強羅観光光光光    
    

20202020 代代代代のころはのころはのころはのころは丹沢山塊丹沢山塊丹沢山塊丹沢山塊にににに足繁足繁足繁足繁くくくく通通通通っていたっていたっていたっていた。。。。    

数数数数えきれなえきれなえきれなえきれないほどいほどいほどいほど小田急線小田急線小田急線小田急線をををを利用利用利用利用したがしたがしたがしたが、、、、箱根箱根箱根箱根ロマンスカーはロマンスカーはロマンスカーはロマンスカーは無縁無縁無縁無縁のののの存在存在存在存在だっただっただっただった。。。。    

メンバーのメンバーのメンバーのメンバーの小嶋小嶋小嶋小嶋のののの別荘別荘別荘別荘がががが強羅強羅強羅強羅にあるのをにあるのをにあるのをにあるのを知知知知りりりり、、、、観光観光観光観光とととと金時山金時山金時山金時山ハイキングをハイキングをハイキングをハイキングを企画企画企画企画するするするする。。。。    

集合時間集合時間集合時間集合時間にあわせてチケットをにあわせてチケットをにあわせてチケットをにあわせてチケットを手配手配手配手配するとするとするとすると特別急行特別急行特別急行特別急行とととと記記記記されているされているされているされている。。。。ロマンスカーにロマンスカーにロマンスカーにロマンスカーに乗乗乗乗ってってってって山山山山にににに行行行行

けるとけるとけるとけるとはははは考考考考えてもえてもえてもえても見見見見なかったなかったなかったなかった。。。。    

    

5555 月月月月 26262626 日日日日    晴晴晴晴    
快走快走快走快走するロマンスカーのするロマンスカーのするロマンスカーのするロマンスカーの車内販売車内販売車内販売車内販売でビールとサンドイッチをでビールとサンドイッチをでビールとサンドイッチをでビールとサンドイッチを求求求求めてめてめてめて、、、、ゆったりとゆったりとゆったりとゆったりと旅旅旅旅をするをするをするをする。。。。終点終点終点終点のののの箱箱箱箱

根湯本根湯本根湯本根湯本駅駅駅駅ではメンバーではメンバーではメンバーではメンバー捜捜捜捜しにしにしにしに奔走奔走奔走奔走するするするする。。。。見当見当見当見当たらないのでたらないのでたらないのでたらないので、、、、満員満員満員満員のののの箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道にににに乗乗乗乗りりりり換換換換えるえるえるえる。。。。    

3333 度度度度のスイッチバックをしたのスイッチバックをしたのスイッチバックをしたのスイッチバックをした電車電車電車電車はははは定刻定刻定刻定刻にににに強羅強羅強羅強羅にににに到着到着到着到着。。。。駅前駅前駅前駅前にはにはにはには参加予定参加予定参加予定参加予定のののの小嶋小嶋小嶋小嶋、、、、渋谷渋谷渋谷渋谷、、、、小沢小沢小沢小沢、、、、植松植松植松植松

のメンバーのメンバーのメンバーのメンバー全員全員全員全員がががが揃揃揃揃っていたっていたっていたっていた。。。。    

    

駅駅駅駅からからからから 5555 分歩分歩分歩分歩いたいたいたいた小嶋小嶋小嶋小嶋のののの別荘別荘別荘別荘にににに案内案内案内案内されるされるされるされる。。。。部屋部屋部屋部屋はははは 4444 階建階建階建階建てマンションてマンションてマンションてマンション風風風風のののの 3333 階階階階にあるにあるにあるにある。。。。ベランダベランダベランダベランダ

からはからはからはからは箱根外輪山箱根外輪山箱根外輪山箱根外輪山がががが一望一望一望一望できるできるできるできる。。。。小沢小沢小沢小沢、、、、植松植松植松植松のののの女性女性女性女性にはにはにはには 2222 階階階階のゲストルームをあてがわれるのゲストルームをあてがわれるのゲストルームをあてがわれるのゲストルームをあてがわれる。。。。    

荷荷荷荷のののの整理整理整理整理をしたのちをしたのちをしたのちをしたのち、、、、小嶋小嶋小嶋小嶋はははは食糧買食糧買食糧買食糧買いいいい出出出出しにしにしにしに小田原小田原小田原小田原へへへへでかけるでかけるでかけるでかける。。。。酒酒酒酒をををを飲飲飲飲みながらみながらみながらみながら留守役留守役留守役留守役をするをするをするをする渋渋渋渋

谷谷谷谷をををを残残残残しししし、、、、3333 人人人人はははは別荘前別荘前別荘前別荘前にににに広広広広がるがるがるがる強羅公園強羅公園強羅公園強羅公園をををを散策散策散策散策するするするする。。。。    

    



箱根強箱根強箱根強箱根強
は こ ね ご う

羅羅羅羅
ら

公園公園公園公園
こうえん

    強羅駅下車徒歩強羅駅下車徒歩強羅駅下車徒歩強羅駅下車徒歩 5555 分分分分。。。。神奈川県下足柄郡強羅神奈川県下足柄郡強羅神奈川県下足柄郡強羅神奈川県下足柄郡強羅 1300130013001300。。。。電話電話電話電話 0460(82)92100460(82)92100460(82)92100460(82)9210。。。。広広広広ささささ

24500245002450024500 平方平方平方平方メートルのメートルのメートルのメートルの花花花花とととと硝子硝子硝子硝子とととと陶芸陶芸陶芸陶芸のののの園園園園。。。。入場料入場料入場料入場料 500500500500 円円円円。。。。    

ここでここでここでここではローズガーデンはローズガーデンはローズガーデンはローズガーデン、、、、Cafe PicCafe PicCafe PicCafe Pic、、、、ホットホットホットホットテイクアウトテイクアウトテイクアウトテイクアウト、、、、白雲洞茶苑白雲洞茶苑白雲洞茶苑白雲洞茶苑、、、、熱帯植物館熱帯植物館熱帯植物館熱帯植物館、、、、ブーゲンビレアブーゲンビレアブーゲンビレアブーゲンビレア館館館館、、、、

体験工芸体験工芸体験工芸体験工芸館館館館、、、、箱根箱根箱根箱根クラフトハウスクラフトハウスクラフトハウスクラフトハウス、、、、噴水広場噴水広場噴水広場噴水広場をひとまわりするをひとまわりするをひとまわりするをひとまわりする。。。。    

別荘別荘別荘別荘へもどりへもどりへもどりへもどり、、、、1111 階階階階のののの露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂、、、、サウナつきサウナつきサウナつきサウナつき大浴場大浴場大浴場大浴場にににに足足足足をはこびをはこびをはこびをはこび、、、、ひとひとひとひと風呂浴風呂浴風呂浴風呂浴びるびるびるびる。。。。    

夕餉夕餉夕餉夕餉はテーブルにはテーブルにはテーブルにはテーブルに所狭所狭所狭所狭しとしとしとしと並並並並んだんだんだんだ料理料理料理料理とととと鮨鮨鮨鮨をををを囲囲囲囲んでんでんでんで、、、、美酒美酒美酒美酒をををを呑呑呑呑みながらみながらみながらみながら、、、、笑笑笑笑いいいい、、、、語語語語るるるる。。。。    

２３２３２３２３時前就寝時前就寝時前就寝時前就寝。。。。    

    

困憊困憊困憊困憊
こんぱい

のののの金時山金時山金時山金時山    

    

5555 月月月月 27272727 日日日日    快晴快晴快晴快晴        
強羅公園強羅公園強羅公園強羅公園すぐすぐすぐすぐ先先先先のののの箱根美術館前箱根美術館前箱根美術館前箱根美術館前バスバスバスバス停停停停でバスをでバスをでバスをでバスを待待待待っているとっているとっているとっていると、、、、タクシーのドライバーからタクシーのドライバーからタクシーのドライバーからタクシーのドライバーから話話話話しかけしかけしかけしかけ

られるられるられるられる。。。。    

    「「「「どこにどこにどこにどこに登登登登るんでするんでするんでするんです」」」」    

    「「「「金時山金時山金時山金時山ですですですです。」。」。」。」    

    「「「「4444 人人人人ならバスのならバスのならバスのならバスの運賃運賃運賃運賃とととと同額同額同額同額でででで登山口登山口登山口登山口までまでまでまで行行行行けるよけるよけるよけるよ。。。。タクシーでタクシーでタクシーでタクシーで行行行行きませんかきませんかきませんかきませんか」」」」    

商売上手商売上手商売上手商売上手のタクシーにのタクシーにのタクシーにのタクシーに乗乗乗乗せられてせられてせられてせられて出発出発出発出発するするするする。。。。途中途中途中途中、、、、コンビニにコンビニにコンビニにコンビニに立立立立ちちちち寄寄寄寄りりりり、、、、山中山中山中山中でのでのでのでの食糧品食糧品食糧品食糧品をををを買買買買うううう余余余余

裕裕裕裕もできるもできるもできるもできる。。。。    

乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口でタクシーはでタクシーはでタクシーはでタクシーは引引引引きききき返返返返すすすす。。。。20202020人人人人ほどのハイカーにほどのハイカーにほどのハイカーにほどのハイカーに混混混混じってじってじってじって私私私私たちもたちもたちもたちも登山準備登山準備登山準備登山準備をををを整整整整えるえるえるえる。。。。

まずはまずはまずはまずは道標道標道標道標にしたがってにしたがってにしたがってにしたがって丸太造丸太造丸太造丸太造りのりのりのりの階段階段階段階段をををを登登登登るるるる。。。。登山道登山道登山道登山道にににに張張張張られたロープにられたロープにられたロープにられたロープに沿沿沿沿ってってってって左方左方左方左方へへへへ下下下下りりりり、、、、トラトラトラトラ

バースバースバースバース気味気味気味気味にににに緩斜面緩斜面緩斜面緩斜面をををを登登登登るるるる。。。。つぎにつぎにつぎにつぎに樹林帯樹林帯樹林帯樹林帯のののの急斜面急斜面急斜面急斜面をジグザグにをジグザグにをジグザグにをジグザグに急登急登急登急登するするするする。。。。このこのこのこの辺辺辺辺りからりからりからりから登山道登山道登山道登山道はははは

荒廃荒廃荒廃荒廃するするするする。。。。悪場悪場悪場悪場でででで木木木木のののの根根根根、、、、幹幹幹幹、、、、枝枝枝枝をホールドをホールドをホールドをホールド、、、、スタンスにするスタンスにするスタンスにするスタンスにする攀攀攀攀じじじじ登登登登りもりもりもりも強強強強いられるいられるいられるいられる。。。。    

大大大大きなジグザグきなジグザグきなジグザグきなジグザグ登登登登りでりでりでりで、、、、急坂急坂急坂急坂をををを越越越越えるえるえるえる。。。。ようやくようやくようやくようやく乙女峠乙女峠乙女峠乙女峠にでるにでるにでるにでる。。。。ここまででここまででここまででここまでで、、、、かなりかなりかなりかなり疲疲疲疲れるれるれるれる。。。。峠北側峠北側峠北側峠北側

のベンチがあるのベンチがあるのベンチがあるのベンチがある広場広場広場広場にしばしまどろむにしばしまどろむにしばしまどろむにしばしまどろむ。。。。    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

曇曇曇曇ひとつないひとつないひとつないひとつない青空青空青空青空にににに雷鳴雷鳴雷鳴雷鳴がとどろくがとどろくがとどろくがとどろく。。。。明日明日明日明日はははは荒天荒天荒天荒天になりそうなになりそうなになりそうなになりそうな予感予感予感予感がするがするがするがする。。。。    

メンバーはメンバーはメンバーはメンバーは多勢多勢多勢多勢のハイカーとともにのハイカーとともにのハイカーとともにのハイカーとともに北西北西北西北西にににに延延延延びるびるびるびる尾根上尾根上尾根上尾根上をひたすらをひたすらをひたすらをひたすら急登急登急登急登するするするする。。。。直進路直進路直進路直進路でででで迷迷迷迷いはしいはしいはしいはし

ないがないがないがないが、、、、荒荒荒荒れれれれ果果果果てているてているてているてている。。。。さらにさらにさらにさらに丸太丸太丸太丸太階段階段階段階段のののの段差段差段差段差がががが大大大大きくきくきくきく、、、、体力体力体力体力をををを著著著著しくしくしくしく消耗消耗消耗消耗するするするする。。。。    

予定予定予定予定よりよりよりより大分遅大分遅大分遅大分遅れてれてれてれて長尾山長尾山長尾山長尾山(1144m(1144m(1144m(1144m））））についたときについたときについたときについたとき、、、、待待待待ちくたびれたちくたびれたちくたびれたちくたびれた二人二人二人二人のののの女性女性女性女性はははは山頂山頂山頂山頂をををを目指目指目指目指してしてしてして

先行先行先行先行していたしていたしていたしていた。。。。急急急急いでいでいでいで後後後後をををを追追追追いたかったがいたかったがいたかったがいたかったが、、、、どうやらどうやらどうやらどうやら、、、、ここらがここらがここらがここらが限界限界限界限界。。。。昨年昨年昨年昨年、、、、8888月月月月にににに明星明星明星明星ガガガガ岳山中岳山中岳山中岳山中でででで、、、、熱熱熱熱

中症中症中症中症でででで倒倒倒倒れてれてれてれて救急車救急車救急車救急車にににに担担担担ぎぎぎぎ込込込込まれたまれたまれたまれた二二二二のののの舞舞舞舞はするまいはするまいはするまいはするまい。。。。小嶋小嶋小嶋小嶋にににに詫詫詫詫びてびてびてびて下山下山下山下山するするするする旨告旨告旨告旨告げるげるげるげる。。。。    

新緑の 

箱根の森で 

やまがたり 

強羅であそび 

金時めぐる 

金時山から富士山を望む 



離離離離れたれたれたれた女性女性女性女性パーティにパーティにパーティにパーティに事情事情事情事情をををを説明説明説明説明するためするためするためするため、、、、彼彼彼彼はははは先行先行先行先行パーティをパーティをパーティをパーティを追追追追うううう。。。。    

約約約約 1111 時間後時間後時間後時間後にににに小嶋小嶋小嶋小嶋がががが現現現現れるれるれるれる。。。。山頂間近山頂間近山頂間近山頂間近でででで二人二人二人二人にであいにであいにであいにであい、、、、訳訳訳訳をををを話話話話したというしたというしたというしたという。。。。彼女彼女彼女彼女らはらはらはらは金時山金時山金時山金時山をををを越越越越ええええ、、、、

矢倉沢峠矢倉沢峠矢倉沢峠矢倉沢峠からからからから仙石仙石仙石仙石へへへへ下山下山下山下山するらしいするらしいするらしいするらしい。。。。4444 人人人人はははは仙石仙石仙石仙石でででで落落落落ちちちち合合合合うううう計画計画計画計画にににに変更変更変更変更するするするする。。。。    

急坂下急坂下急坂下急坂下りはりはりはりは浮石浮石浮石浮石、、、、赤土赤土赤土赤土、、、、丸太丸太丸太丸太にスリップしないようにスリップしないようにスリップしないようにスリップしないよう慎重慎重慎重慎重にににに行動行動行動行動するするするする。。。。乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口にににに戻戻戻戻ってからはってからはってからはってからは、、、、

日当日当日当日当たりのよいたりのよいたりのよいたりのよい舗装路舗装路舗装路舗装路をををを車車車車ににににはねられようはねられようはねられようはねられよう、、、、気気気気をつけながらをつけながらをつけながらをつけながら東側東側東側東側にににに向向向向かってかってかってかって延々延々延々延々とととと歩歩歩歩くくくく。。。。陽光陽光陽光陽光がががが眩眩眩眩しししし

いいいい。。。。    

仙石金時山登山口仙石金時山登山口仙石金時山登山口仙石金時山登山口でメンバーはでメンバーはでメンバーはでメンバーは合流合流合流合流するするするする。。。。仙石仙石仙石仙石バスバスバスバス停停停停までまでまでまで移移移移りりりり、、、、箱根登山箱根登山箱根登山箱根登山バスにバスにバスにバスに乗乗乗乗るるるる。。。。箱根美術館箱根美術館箱根美術館箱根美術館

でででで下車下車下車下車すればすればすればすれば、、、、別荘別荘別荘別荘はははは真近真近真近真近いいいい。。。。    

何度目何度目何度目何度目かのかのかのかの温泉入浴温泉入浴温泉入浴温泉入浴をををを楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり休休休休むむむむ。。。。箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道ではではではでは全員全員全員全員がががが座席座席座席座席にににに座座座座るるるる。。。。箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅でででで

パーティはパーティはパーティはパーティは解散解散解散解散。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの家路家路家路家路につくにつくにつくにつく。。。。    

小島小島小島小島とととと石井石井石井石井はははは帰帰帰帰りのロマンスカーでささやかなりのロマンスカーでささやかなりのロマンスカーでささやかなりのロマンスカーでささやかな宴宴宴宴をををを催催催催すすすす。。。。    

何何何何ともともともとも豪勢豪勢豪勢豪勢なななな山旅山旅山旅山旅をしているをしているをしているをしている。。。。    

    

    

    

タイムタイムタイムタイム    
    

5555 月月月月 26262626 日日日日    

新宿駅新宿駅新宿駅新宿駅            11110:400:400:400:40    

（（（（箱根箱根箱根箱根ロマンスカーロマンスカーロマンスカーロマンスカー））））    

箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅        12:0612:0612:0612:06    

（（（（箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道））））    

強羅駅強羅駅強羅駅強羅駅            12:4912:4912:4912:49    

強羅強羅強羅強羅のののの別荘別荘別荘別荘        13:0013:0013:0013:00～～～～14:2514:2514:2514:25    

強羅公園強羅公園強羅公園強羅公園            14:3014:3014:3014:30～～～～16:0016:0016:0016:00    

強羅強羅強羅強羅のののの別荘別荘別荘別荘        16:0516:0516:0516:05    

    

5555 月月月月 27272727 日日日日    

別荘別荘別荘別荘            8:308:308:308:30    

（（（（タクシータクシータクシータクシー    コンビニコンビニコンビニコンビニ寄寄寄寄りりりり））））    

乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口        9:009:009:009:00～～～～9999：：：：10101010    

乙女峠乙女峠乙女峠乙女峠            10:2010:2010:2010:20～～～～10:4010:4010:4010:40    

長尾山長尾山長尾山長尾山            11:0011:0011:0011:00～～～～11:5511:5511:5511:55    

（（（（石井石井石井石井、、、、小嶋小嶋小嶋小嶋はははは下山下山下山下山））））    

乙女峠乙女峠乙女峠乙女峠            12:1512:1512:1512:15～～～～12:2012:2012:2012:20    

    

    

乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口乙女峠登山口        13:2013:2013:2013:20～～～～13:3013:3013:3013:30    

（（（（車道歩車道歩車道歩車道歩きききき））））    

    

仙石金時山登山口仙石金時山登山口仙石金時山登山口仙石金時山登山口        13:5013:5013:5013:50～～～～14:0514:0514:0514:05    

小沢小沢小沢小沢、、、、植松植松植松植松とととと合流合流合流合流    

    

小沢小沢小沢小沢とととと植松植松植松植松パーティパーティパーティパーティ        

金時山金時山金時山金時山            12:0012:0012:0012:00～～～～12:5512:5512:5512:55    

矢倉沢峠経由仙石登山口矢倉沢峠経由仙石登山口矢倉沢峠経由仙石登山口矢倉沢峠経由仙石登山口    13:5513:5513:5513:55～～～～14:0514:0514:0514:05    

    

仙石仙石仙石仙石バスバスバスバス停停停停        14:1714:1714:1714:17～～～～14:2714:2714:2714:27    

((((箱根登山箱根登山箱根登山箱根登山バスバスバスバス))))    

箱根美術館前箱根美術館前箱根美術館前箱根美術館前バスバスバスバス停停停停        14:5014:5014:5014:50    

別荘別荘別荘別荘            14:5514:5514:5514:55～～～～16:5016:5016:5016:50    

強羅駅強羅駅強羅駅強羅駅            17:0017:0017:0017:00    

箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道箱根登山鉄道））））    

箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅箱根湯本駅        17:4517:4517:4517:45～～～～17:5017:5017:5017:50    

（（（（箱根箱根箱根箱根ロマンスカーロマンスカーロマンスカーロマンスカー））））    

新宿駅新宿駅新宿駅新宿駅            19:2619:2619:2619:26    

川口帰社川口帰社川口帰社川口帰社            20:4020:4020:4020:40

    

パーティパーティパーティパーティ    小嶋小嶋小嶋小嶋、、、、石井石井石井石井、、、、小沢小沢小沢小沢、、、、植松植松植松植松、（、（、（、（27272727 日朝日朝日朝日朝までまでまでまで））））渋谷渋谷渋谷渋谷    

    



フリーサイズフリーサイズフリーサイズフリーサイズ    

200200200200 台限定台限定台限定台限定    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

クロモリクロモリクロモリクロモリ 5Pset (ST5)5Pset (ST5)5Pset (ST5)5Pset (ST5)    
クロモリ鋼製クロモリ鋼製クロモリ鋼製クロモリ鋼製////クロモリ電着塗装クロモリ電着塗装クロモリ電着塗装クロモリ電着塗装    

サイズサイズサイズサイズ/50mm/50mm/50mm/50mm××××70707070 ㎜。爪高㎜。爪高㎜。爪高㎜。爪高 31313131 ㎜。重量㎜。重量㎜。重量㎜。重量/185g/185g/185g/185g。。。。    
その他の仕様４Ｐと同じ。その他の仕様４Ｐと同じ。その他の仕様４Ｐと同じ。その他の仕様４Ｐと同じ。    

税込価格税込価格税込価格税込価格////￥￥￥￥2,6252,6252,6252,625    
通常価格より通常価格より通常価格より通常価格より 10%OFF 

世界唯一世界唯一世界唯一世界唯一のののの    

クロモリクロモリクロモリクロモリ鋼製鋼製鋼製鋼製５５５５ PPPP    

軽軽軽軽アイゼンアイゼンアイゼンアイゼン    

    
美 錠美 錠美 錠美 錠 はははは 靴靴靴靴 のののの 外 側外 側外 側外 側    

にしてにしてにしてにして装着下装着下装着下装着下さいさいさいさい 。。。。    


