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最新カタログ発行のお知らせ

平成 24 年 9 月 1 日付で
最新カタログを発行しま
す。カラー、22Ｐ。電子カタ
ログです。お客様が必要
数ダウンロードできます。
表紙は本年 3 月 20 日の
高尾・陣馬山山頂のスナッ
プです。
9 月 1 日より発送の荷に
1 部ずつ入れてお届けしま
す。

お買い得商品のご紹介
アイゼン爪角度の発明解説
アイゼンの爪角度は従来 90 度と決まっていました。だが、それは理論の裏付けがない慣例にすぎ
ません。正しい爪角度を追及したメーカーがなかったにすぎません。
弊社では世界で初めてアイゼンの爪角度を研究開発して実用新案特許を申請。埼玉県川口市の新
製品等開発振興奨励制度の第一席もいただきました。
発明内容はアイゼンの前爪と後爪は 90 度より 100 度が安全歩行に役立つという理論です。登山者
が氷雪上を歩く際、両足は決して真上から着地しません。氷雪面に摺り足にする際は爪角度は 100 度
が理想になるはずです。この理論では急斜面の登下降はいうにおよばず、平坦路、トラバースにも効
果があります。つまりアイゼン爪角度の発明はユーザーにとって安全登山のお役に立てると確信して
います。
アイゼン爪角度の発明により下記の従来品をお買い得商品にします。
これらは爪角度が従来の 90 度だけで他に違いはまったくありません。

限定数 150 台
フリーサイズ

クロモリ５Ｐset(ST5)
爪角度 90 度
その他の仕様は NEW クロモリ５Ｐと同じ。
税込価格/￥2,362
（10％値下げしました）

歴史のニッポン
ＳＰ（超）リトルベアー卍 set（ＳＴ31）新製品発売にともなう
リトルベアー卍ｓｅｔ（ＳＴ19）値下げのお知らせ
リトルベアー卍 set（ＳＴ19）はサイズ調整時にボルトを移動させてナットを締めつける仕組みです。
サイズ調整をスライド式にせよとの得意先からの強い要望にあわせて本年 7 月に新発売したのが、
ＳＰ（超）リトルベアー卍 set（ＳＴ31）￥7980 です。6 本爪アイゼンは世界で初めて弊社が開発した軽ア
イゼンです。世界で唯一のクロモリ鋼製。爪角度も 100 度の新型です。好評大ヒット商品。
ＳＰ（超）リトルベアー卍 set（ＳＴ31）の発売にともないリトルベアー卍 set（ＳＴ19）を値下げさせてい
ただきます。こちらもフリーサイズ。限定数 170 台で終了します。爪角度も 100 度の新型です。

フリーサイズ

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/￥6,615
（10％値下げしました）
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やまのかたりべ
第 24 章 東北四大祭
ねぶた 東北各地、とくに青森県内の各地で行われる夏祭りの一種。全国的に有名なのは青森ねぶた
と弘前ねぶた。これらは 1980 年に重要無形文化財に指定されている。「ねぶた」の起源は諸説あるが、
「眠（ねぶ）たし」、「ねむのき、ねぶたのき、ねぶた」、「七夕（たなばた）」、「荷札（にふだ）」などに由来す
る説がある。現在では「眠たし」が最も有力な説とされている。
青森県のねぶたは毎年 8 月初旬に頃に行われ、大勢の市民が「ヤーレ、ヤーレ、ヤーレサ」、「ラッセ、ラッ
セ」、「ラッセラー」、「ヤーセドー」などの掛け声とともに、武者などを模った人形や武者絵の描かれた扇形
の山車燈籠を引いて町を練り歩く。昔は旧暦 7 月 7 日の朝に海や川へ行き、山車燈籠や身体を洗ったり、
山車燈籠を流したりしていた。

かん と う

竿燈 毎年 8 月 3 日～6 日に秋田県秋田市で行われる祭り。現在催されている祭りの正式名称は「秋田
竿燈まつり」と称する。竿燈全体を稲穂に、連なる提灯を米俵に見立て、額、腰、肩などにのせ豊作を祈る。
大若（おおわか）は提灯が 46 個、重さが約 50 ㎏、長さ 12m ある。大若は大人用の竿燈で他に中若、小若、
幼若があり、幼若は小学生低学年以下用で重さ 5 ㎏、長さが 5m、提灯の数は 24 個である。重要無形民俗
文化財に指定されており、青森のねぶた祭り、仙台の七夕まつりと並んで東北三大祭りの一つとされる。
五穀豊穣や防災、技芸上達を願って、旧暦 7 月 7 日にあわせて行われる七夕行事とともに、旧暦 7 月 15
日のお盆を迎え入れるために一連の行事として現在の形になったとも言われている。提灯の絵柄は「兎
の餅つき」の図、「上米町 1 丁目」というように町内別に示されることが多い。提灯には和紙が雨で溶けな
いよう油が塗られ、提燈台も倒れた時のために、下部が雨脇に空気を通すための穴がある。今ではほとん
どが 1 町内に 1 つのスポンサーがつき、竿燈が行われている。
はながさ

花笠まつり スゲ笠に赤い花飾りをつけた花笠を手に、「花笠音頭」にあわせて街を踊り、練り歩く祭り。
山形県内など数か所で開催される。例年 8 月に山形市内で行われる。「山形花笠まつり」が広く知られて
いる。東北三大祭りに「山形花笠まつり」を加えた四つの祭りを「東北四大祭り」と呼ぶ人も多い。花笠まつ
りで歌われる花笠音頭の起源は諸説あるが、大正中期に尾花沢で土木作業時の調子にあわせて歌われ
た土突き歌が起源といわれる。昭和初期にこれが民謡化され「花笠音頭」またの名を「花笠踊り唄」となる。
さらに 1963 年（昭和 38 年）パレード用に振り付けされ、蔵王夏祭りで民衆に広がる。踊りについてはスゲで
編んだ笠に赤く染めた紙で花飾りをつけたものを景気づけに振ったり回したりしたものが発祥とも伝えら
れる。花笠まつりの振り付けは山形県内各地に約 10 種存在していた。1963 年（昭和 38 年）、それらが一本
化され「正調花笠踊り、薫風最上川一」が制定された。以降、これが標準的な振り付けとされる。紅花摘み
の作業唄からとったとされる楚々とした踊りの動作のため、主に女性が踊り手の中心になる。また、「おば
なさわの花笠まつり」で踊られている、いわゆる「笠回し」で参加する団体も多い。
せんだいたなばた

仙台七夕 仙台七夕は旧仙台藩内各地で五節句の一つ「七夕」に因んで毎年行われている年中行事の
お祭り。地元では「たなばたさん」とも呼ばれる。宮城県仙台市内で開催される仙台七夕まつりが特に有
名。仙台七夕まつりは例年 7 月 7 日の月遅れ、8 月 7 日を中日として 8 月 6 日から 8 日の 3 日間にわたっ
て行われる。大規模な飾り付けがされるのは一番町や中央通りなどのアーケード街、仙台駅周辺。それ以
外の商店街組織ごとの飾り付けや店舗、家庭などの個別の飾り付けが市内各地のいたるところに合計約
3000 本見られ、街中が七夕一色に染まる。例年 200 万人以上が仙台七夕に訪れる。
東北四大祭はフリー百科事典「ウィキペディア」参照。
あ っ ぴ

安比温泉 ホテル安比グランドの温泉パンフレットには温泉データが記載されていないのでフロント係
にたずねた資料。（温泉名）安比高原温泉。（泉温）31.2℃。ＰＨ7.6。他不明。24 時間入浴可能、立派な温泉施
設。岩手県八幡平安比高原。電話 0195（73）5111。
新玉川温泉 2 日目の昼食時に入浴。十和田八幡平国立公園内。秋田県千北市田沢湖玉川。電話 0187
（58）3100。（温泉名）玉川温泉。（泉質）強酸性塩化物泉。（泉温）98℃。（性状）塩酸を主成分。顔を温泉で
洗うと肌が荒れる。ＰＨ1.2。1 分間に 9000ℓの湧出量が日本一の玉川温泉の源泉を引湯している。（効用）疲
労回復、神経痛、リウマチ、消化器疾患、循環器疾患、皮膚病、外傷など。
秋の宮温泉 2 日目に宿泊した秋の宮温泉郷 スパ＆リゾート秋の宮山荘内の温泉。秋田県秋の宮殿上
1 の 1。電話 0183（56）2400。（温泉名）秋の宮温泉。（泉質）ナトリウム塩化物泉。（泉温）92℃。（効用）婦人病、
疲労回復など。（性状）掛け流し、循環併用式、加水有、加熱無。ＰＨ7.8。美人の湯の名旅館。
ぎんざん

銀山温泉 山形県尾花沢市に涌く温泉。ＮＨＫ連続テレビ小説「おしん」の舞台になって以降、一躍脚光を
浴び、全国的に有名になる。交通アクセスは山形新幹線・大石田駅よりバスで 40 分要。温泉街の中ほどに
は銀山川が流れ、川の両岸に大正から昭和初期にかけての建築の旅館が立ち並ぶ。多くの旅館は建てら
れた当時としては非常にモダンな三層四層の木造バルコニー建築であり、外装には鏝絵が施されている。
川には橋が多くかかり、歩道にはガス灯が並び風情をさそっている。銀山温泉のデータはどの温泉施設も
同じ。（温泉名）銀山温泉。（泉質）ナトリウム一塩化物。硫酸塩温泉。（泉温）63.8℃。（効用）きりきず、やけど、
慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、動脈硬化症、神経痛、筋肉痛、関節痛など。（性状）湯ただれを起こし

やすい人は真水で洗い流すか、拭き取る。ＰＨ6.6。
ざ お う

蔵王温泉 3 日目に泊まったたかみやルリリゾート施設の温泉。山形県蔵王温泉三度川 118 の 7。電話
023（694）2520。（温泉名）蔵王温泉。（泉質）酸性含硫黄アルミニウム硫酸塩・塩化物泉〈低張性酸性高温
泉〉。（泉温）50.4℃。（効用）きり傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童。（性状）白く濁った強い硫黄臭有。ＰＨ1.7。
温泉データは各施設のフロント係から提供されたものを記述。

東北四大祭紀行
平成 24 年の夏は猛暑に襲われる。熱中症にはかかりたくない。そんな訳で仲間に 8 月は休むと詫びてク
ラブツーリズム主催の「ゆっくりめぐる東北四大祭」の旅に申し込む。
詳しい内容を調べずに気軽にワイフのお供をする。だが、ハードなスケジュールに参加してびっくりする。
3 日 4 日」の日程には青森ねぶた、秋田竿燈、山形花笠を桟敷席で見物するほか、仙台七夕を加えて 5 湯
の温泉めぐりと八幡平登山や蔵王のお釜。呼子峡の散策まで含まれる。往復の東北新幹線はグリーン車
のおまけつき。
はたして、どんな旅になりますやら、先が思いやられる「ゆっくりめぐる東北四大祭」です。
8 月 5 日 猛暑日
そのうちお山に一緒しましょうね。「指きりげんまん。うそついたら針千本ですよ。」
旅立ちは鉄子さんに見送られる。出発時にプラットホームに現れた美しい 40 代の女性から手を振られて
とまどう。誰だか思い出せないまま、新幹線はスピードをあげる。彼女は見知らぬ人でもにこやかに見送
はやり

る近ごろ流行の鉄子さんです。
盛岡駅で仙台の観光バスに乗り換え、東北道を北上する。青森市内に入り、ねぶたの展示場を見学後、日
ι

ι

ι

本料理店で夕食をすませ、お目当てのねぶたを見学する。
ι ι ι

おはやしにはねとが踊る。

みちのくの
ねぶたをまつる
かけ声は
夜空に

ひびけ

ラッセ

ラッセラ

ねぶた祭りが延々とつづく。ツアー客は後ろ髪を引かれる思いでバスに乗り、安比高原へと旅をつづけ
る。
8 月 6 日 曇り時々雨
まずは八幡平を目指す。霧がただよう八幡平レストハウス前にバスは駐車。希望者は八幡平山頂の歩程
1 時間の一周コースを歩く。脚力に自信がないツアー客は約 30 分を要す見返り峠コースを往復する。
八幡平頂上（展望台） 岩手、秋田県境北部に位置する火山性高原。標高 1613.6m。十和田八幡平国立公
園の一部。頂上は平坦で展望台に登ってはじめて周囲が見渡せる。晴天の日は 360 度のパノラマが望め

る。8 月の山を休んだかたりべは嬉嬉として一周コースを歩く。
さらにバスは新玉川温泉へと移動する。そこではうどん膳を食し、温泉に入りたい客のみ入浴する。つぎ
に雨降る田沢湖畔に立ち寄り、辰子の像を観賞する。
ひさし

秋田竿燈祭りの会場に着いたころ、ザアーザアー降りの雨にみまわれる。近くの寺本堂の 廂 を借りて雨
宿りをするうちに雨があがり、待ち兼ねた竿燈祭りがはじまる。
「どっこいしょ どっこいしょ」
掛け声とともに黄金色の竿燈が闇に輝く。

秋田では
豊作いのる
竿燈が
歓呼にこたえ
ゆらゆら

ゆれる

祭りの開始が遅れた分、見物時間が短縮される。ツアー客はバスに揺られ、湯沢市の秋の宮温泉へと向
かう。
8月7日
晴
この旅では連日温泉泊り。それも 24 時間入浴可能なホテルばかりとあって目覚めたならば朝風呂には
必ず通っている。
バスの旅は疲れるが、温泉が癒してくれる。出発時間の 9 時過ぎまで、のんびりできるスケジュールにも
救われる。
今日もバスに乗り、まずは鳴子峡を散策。つぎに銀山温泉へ移り、蕎麦膳に舌鼓をうつ。余った時間は温
泉街を散策したり、足湯に浸えるとあって皆さん揃ってでかける。残された私は一人温泉入浴にこだわる。
午後は山形県観光物産館で買物休憩をすませ、今宵の宿、蔵王温泉へとひた走る。夕食は会席料理をい
ただく。その間にも送り返す荷を整理したり旅装を調えたりして、けっこう忙しい。
50 周年を迎える花笠おどりは今夜が今年の最終日。ツアー客が桟敷席に座る前からまつりは粛粛と進
行している。
花笠を手にしたグループが踊りまくる。突然、踊り手に叩かれそうになり、身を避ける。もしかしてパフォ
ーマンスかもと気づき、若い女性のハイタッチには笑いながら応じる。現代風にアレンジされた花笠踊りも
多く、観客もリズムにあわせて手拍子を打ち団扇を振るう。

おらがくにさの
花笠まつり
おいも

わかきも

手を振り踊る
やっしょ

まかしょ

8月8日
曇天 涼しい
添乗員から早朝にケーブルカーで山頂へ登るオプションもあると説明される。しかし、朝湯の誘惑に負け
て辞退する。
せっかくの蔵王お釜散策はあいにくのガスにまかれる。ここでは寂しく咲いた高山植物を観察する。晴
天でもお釜は雲に隠れて見えない日が多いという。
旅のフィナーレは仙台七夕まつりで幕を閉じる。つぎからつぎへと押し寄せる人波にもまれながら、七夕
飾りをくぐり抜ける。軒を連ねる商店はここぞとばかりに客を呼ぶ。宮城県の地酒を試飲させてくれるコ
ーナーもあったが、素通りする。帰りに寄った
時には閉店していた。

七夕の
杜のみやこは
はなやいで
彩色かざりが
人波をわけ
仙台駅に着いて四大祭りめぐりで 4 日間世話になった観光バスから下車する。新幹線車中では山形の地
酒をちびりちびり飲みながら旅の余韻に浸る。
東京駅に到着して別れの時、顔見知りになった女性から折鶴で作ったレイ（首飾り）を首にかけられる。男
性からは握手を求められる。
「おれ、なんにも してないよ」
きょとんとして つぶやく。
平成 23 年 3 月 11 日東北大震災における死者、行方不明者に合掌。
8 月 12 日 脱稿
タイム
8月5日
恵比寿自宅（タクシー）
9：11
東京駅
9:35～10：28
（東北新幹線はやて 75 号グリーン車）
盛岡駅（バス）
12：56～13：15
花輪サービスエリア（バス） 14：20～14：30
ねぶた展示場（バス）
15：43～16：10
日本料理店（バス）
16：15～18：00
ねぶた祭り桟敷席（バス）
19：10～21：10
安比高原温泉（泊）
23:10
8月6日
安比高原温泉（バス）
9：30
八幡平レストハウス
10：30
八幡平山頂
11：00
見返り峠
11：15
八幡平レストハウス（バス） 11：40
新玉川温泉（バス）
12：24
田沢湖畔（バス）
14：45
秋田ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(夕食）
（バス） 16：35～17：45
秋田竿燈祭りを桟敷席で見物 18：55～20：30
（バス）
秋の宮温泉（泊）
23：00

8月7日
秋の宮温泉（バス）
9：30
鳴子峡散策（バス）
10：26～11：00
銀山温泉（バス）
11：50～13：25
山形県観光物産会館
14：40～15：05
（バス）
蔵王温泉
15：30～17：45
山形花笠祭り桟敷席
18：40～20：30
（バス）
蔵王温泉（泊）
21：25
8月8日
蔵王温泉（バス）
9：25
蔵王・お釜散策（バス）
10：05～10：35
東北道サービスエリア
11：38～11：50
仙台七夕祭り見物（バス）
12：10～14：50
仙台駅
16：13
（東北新幹線やまびこ 18 号グリーン車）
東京駅
18：44
解散後買物（タクシー）
19：25
恵比寿帰宅
19：45

和みのニッポン

新製品

NEW スノーシューズＳ(SN16)のあらまし
あしくら

木型の立山わかん（360mm×250mm）、芦峅わかん（360mm×180mm）に
比べてわずかに大きいサイズです。左はフラットタイプのＮＥＷスノ
ーシューズＳです。このタイプをご希望のお店は 9 月上旬までにご
注文ください。

9 月 15 日発売
ヒットの予感
―データ―
ジュラルミン製、爪はステンレス製 爪高 49 ㎜
カラー/シルバー バンドは赤色。
サイズ/380 ㎜×182 ㎜ 重量/750g
リベットは鉄製、3 価クロメート。Ｍ、Ｌと同じ。
税込価格/￥9,870

平和なニッポン

従来品

スノーシューズＳ(SN15)値下げのお知らせ

新製品発売にともなう従来品の値下げのお知らせです。スノーシューズＳも在庫が無くなり次第、終
了とさせていただきます。修理依頼がゼロの勝れものです。このわかんは立山わかん、芦峅わかんと
同サイズです。

限定数 50 台
スノーシューズＳ（ＳＮ15）
ジュラルミン製、爪はステンレス製 高さ 18 ㎜
カラー/シルバー バンドは黒色。
サイズ/360 ㎜×182 ㎜ 重量/590g
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。税込価格/￥7,276
（10％値下げしました）

