我社の商品はすべて Made in japan 表示をしています。
〒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

クロモリ 6Ｐ販売促進号
楽ですニッポン
クロモリ６Ｐｓｅｔ（ＳＴ30）
フリーサイズ

ＳＴ30
クロモリ鋼製/黒色電着塗装。
サイズ/165 ㎜×83 ㎜。爪高 31 ㎜。
重量/380g。フリーサイズ。
税込価格/￥6615

○ 固定バンド式の６本爪軽アイゼンです。世界唯一のリングレスフリーサイズ。６本爪では世界最軽量。
○ 固定バンドはフレーム底のテープ穴に通す構造です。サイズ調整は固定バンドで行えます。固定バ
ンドは足首を巻く装着法です。バンドが緩んだ際もアイゼンは脱落しません。靴サイズの違う同行者
にアイゼントラブルが発生しても救いの装備になります。
○ 氷雪によく効くよう爪の配置、形状を研究開発しました。
○ 小さな靴用にはフリーサイズのクロモリ６Ｐがジャストフィットします。

楽ですニッポン
新型クロモリ６Ｐset 紹介（通巻 328 号の転載）
アイゼン爪角度の発明（出願番号 2010-235002）による クロモリ６Ｐset を紹介します。
前爪と後爪の角度を従来品は９０度に曲げていましたが、１００度が理想の角度であるはずです。行動
する際、私たちは両足を交互にだしますが、雪面を９０度で踏む人はアイゼン歩行ではありません。雪面
すれすれに両足を送って行動するはずです。しかるにアイゼン爪角度は前後とも１００度が正しいと理論
づけました。
アイゼン爪角度の発明により、登山者は疲労も減少し、さらに安全登山が可能になります。データー、
価格は従来品と変わりません。ご注文下さい。

アイゼン爪角度の発明品主旨（通巻 326 号の転載）
出歯型アイゼン（急斜面を登りやすくするために前歯を大きくだしたもの）を除き、アイゼンの
爪角度は通常９０度に折り曲げられている。
登山者はそういうものだと疑わずに使用しているが、靴を雪面から直角に踏む歩行者はいない。
地面すれすれに片足を前にだして前進すると考えるのが常識である。
従ってアイゼンの前歯と後歯の角度は少し開き気味の鈍角が望ましいとする結論に達する。通常
の登山行動の登・下降では爪角度９０度のアイゼンに比べて確実に氷雪面を捉えて安定感を増すこ
とも試用テストで立証される。
ただし、爪角度を鈍角にするのは爪高３０㎜以上のアイゼンに適応する。爪高２０㎜以下ではあ
きらかな効果が得られない場合もある。
〇爪角度の発明による効果
アイゼン歩行が登・下降、トラバース時において飛躍的に楽になり、安全登山につながる。とく
に急斜面での効果が大きく、疲労防止にも役立つ。
発明特許申請商品
出願番号：特願２０１０－２３５００２

アイゼン爪角度の発明品一覧表(通巻 326 号の転載）
〇クロモリ５Ｐset（ＳＴ２８）
５本爪のすべてを９０度より１００ 度に変
更。
〇クロモリ６Ｐset（ＳＴ２９）
前２本、後２本,計４本の爪を１００度に変
更。
〇リトルベア卍 set（ＳＴ９）
クロモリ６Ｐと同様。
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/￥9,450

〇クロモリ８Ｐ卍 set（ＳＴ１１）
フロントポイントの前爪２本とヒールポイントの後爪２本、計４本の爪を１００度に変更。８
Ｐ～１４Ｐのヒールポイントはすべて共通パーツ。
〇クロモリ１０Ｐ卍 set（ＳＴ１２）
フロントポイントは従来品を使用。ヒールポイントは新型。
〇クロモリ１２Ｐ卍 set（ＳＴ１３）
クロモリ１０Ｐ卍と同様。フロントポイントは従来品と変わらず。
ヒールポイントのみ新型。
〇クロモリ１４Ｐ卍 set（ＳＴ１４）
フロントポイントは従来品。ヒールポイントのみ新型。
〇ワンタッチアイゼン８Ｐ士 set～ワンタッチアイゼン１４Ｐ士 set（ＳＴ１５～ＳＴ１８）
クロモリ８Ｐ卍～１４Ｐ卍 set と同様。

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/￥17,325

フリクション装着法の明細
アイゼン、ワカン、プチドラゴンを装着する際、固定バンドの摩擦力を利用して円滑にでき、かつ行動中
にバンドが不用意に緩まない方法をフリクション装着法と称します。
考案者 石井貞男
固定バンドをつける時、バンドを丸カン、三角カンの内側（靴皮側）から通すと、次のリングに通す際に
バンドが緩みます。通したバンドが緩まないように押えながら装着するのは寒い日にわずらわしい作業
です。
固定バンドをリングの外側から通すと靴との摩擦力でバンド
がロックされます。アイゼン、ワカンに三股カンがついている装
備品にはやはり、リング部の外側からバンドを通してください。
ヒールワイヤービィンディング（卍）式ではワイヤーをリングと
同様に扱いバンドをワイヤーの外側から通します。
プチドラゴンなどもフリクション装着法は有効です。トラブル
は生じません。
我社の商品のみならず、他社製品にも効果が十分あります。
お客様各位にも教えていただけますようお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やまのかたりべ
第 33 章景信山から甲州古道
かげ のぶやま

景信山

東京都と神奈川県の境。小仏峠の北側に位置する。標高７２７ｍ。山頂には茶店、
テーブル、ベンチが並び、広い眺望が得られる。西方の陣馬山、東方の高尾山と結んだハイキング
コースとして人気がある。
こ ど う

甲州古道

八王子の小仏から小仏峠を越えて神奈川県相模湖町へ抜ける山道を甲州古道と称
する。高尾山では最も古い山道で江戸と甲府を結ぶ街道として多くの人々に歩かれた史実がある。
歩程は登り１時間、下り４０分。変哲もない旧甲州街道だが、最近ここを歩くハイカーが増えたの
は、歴史人気の影響であろうか。

つれづれ

旅の徒然
３月 16 日 快晴
高尾に入山する際には前夜に八王子のホテルに泊まる習慣にしている。今日も午前中は仕事をこなし、
午後には川口の会社を出て川口駅行きのバスに乗る。
川口駅に着いて改札口でスイカのチャージをしようとする。ところがポケットに入れたはずの
財布が見あたらない。もしやと思って会社に電話をかける。「すまないが、財布を忘れたらしい。
私の机の引き出しにないか、調べて欲しい。」「ちょっと待って下さい。ありました黒い皮の財布
ですよね。」「すまない。今からタクシーで戻る。分かるようにしてくれ」
そんな訳でタイムロスを１時間して、川口駅にもどり、旅を再開する。
ホテルにチェックインして荷の整理をしている最中に同行する予定の渋谷から電話が入る。「いま、フ
ロントに居るんだ。夕飯つきあえ」「食事だけだよ。まだ風呂にも入ってねえ」
ホテルの中華レストランに彼を招き紹興酒を１本づつと中華料理を注文する。たわい無い会話で夕食
をすませる。
なんだかんだと忙しい毎日です。

小仏から景信山へ
３月１７日 好天
高尾駅北口のバスターミナルにはあふれんばかりのハイカーがバスを待つ。小仏行きのバス乗場
も大変な混雑ぶりで増発されたバスは満員の客を乗せ、次々に発車する。
終点小仏で下車。多勢のハイカーに混じって、小仏峠側にゆっくり車道を進む。右にヘアピンカ
ーブをして、つぎに左にカーブする右方の景信山登山口から取り付く。
石段を越えると、しばらくはジグザクの急登がつづく。アカマツが目立つ林で景信山から東に派
生する尾根上のコルにでる。ここで小下沢からの 3 分岐にであう。
一息ついたら急斜の尾根をひたすら登る。景信山山頂の茶屋前は、多くのハイカーで賑わう。空
いてるテーブルを見つけて私たちも休息する。茶屋で餅つきに興じる人々のざわめきが聞こえる。
山頂から南の稜上をたどり小仏峠に出る。

甲州古道～底沢～天下茶屋

峠越え
古道を下る
甲州路
春のいぶきに
木の芽ふくらむ

小仏峠についたなら甲州古道の入口を先ずは確認する。峠の西側すぐ近くの尾根上に「甲州古道」
の道標が建っている。そこから幅広い道が延々と下っている。多くの旅人が通ったためであろう。道は
溝状に掘られて歩きやすい。馬に乗っても通れるほどの勾配に思える。小仏峠から 1.8ｋ下ると舗装され
た底沢林道に降り立つ。
林道を右に行くと現在休業中の美女谷温泉からの道をあわせて、底沢バス停に至る。さらに３０分ほ
ど歩くと相模湖駅に出る。
左方に下りＲ20 にであい、なおもＲ20 を左に歩けば天下茶屋前に出る。天下茶屋前を左に向かうと
東海自然歩道に近い千木良バス停に出る。
どちらにしても車道歩きは疲れるし、危険を伴う。楽をしたければ最寄りのタクシーを呼ぼう。
相模湖タクシー 042（684）3994
てんか ち ゃ や

弁天島温泉「天下茶屋」
高尾山、城山、小仏峠登山の帰り、ゆっくりと汗を流せる秘湯。日帰り入浴は年中無休。
神奈川県相模原市相模湖町千木良 1270。 電話 042（684）2650。
弁天島温泉の一軒宿。泉質は弱アルカリ泉。神経痛によく効き、女性は髪がさらさら、肌はつるつる
になるらしい。
天下茶屋には自慢の温泉が 3 つある。一つ目は見晴しがよく広々とした風呂でゆっくり入れる大浴
場。二つ目は少し小さめのこじんまりとした泡風呂。三つ目は天然の石を積み上げて作った 30ｍ程のト
ンネルを潜り抜けた離れにある桧風呂。
時折落葉が舞い落ちる。屋根にはムササビが巣をつくる。自然の安らぎが疲れた体を心の底から癒
してくれる。（天下茶屋のホームページ参照）

街道を
旅して向かう
べんてんの
湯はぬくもりて
つかれいやさん
駐車場から玄関入口までの往復に 10 分以上かかる石段の下り、上りがある。ほぼ中間のベンチは、疲れ
たら、座って休めという意であろうか。

タイム
八王子駅発
（中央線）
高尾駅
（小仏行きバス）
小仏バス停
景信山登山口
小下沢 3 分岐
景信山
小仏峠
底沢林道出合
天下茶屋

8：38
8：48～9：15
9：35～10：00
10：25
１１：1２～11：22
11：40～12：25
13：00～13：10
13：55
14：40～16：10

千木良バス停
相模湖駅
（中央線）
高尾駅
あさかわ食堂
武蔵野線経由
川口駅
（バス）
川口帰社

16：15～16：18
16：26～16：48
１7：1０～19：11
20：35～20：50
21：18

パーティ 石井、渋谷、安達、植松

高尾を登ったハイカーの憩いの店 あさかわ食堂
旨い料理とお酒が味わえ、しかも料金がリーズナブルな店として近ごろ高尾山のハイカーに人気の
飲食店を紹介しよう。高尾駅から 1 分で行ける地の利もよい。
「あさかわ食堂」 八王子市高尾町 1209。電話 042（661）0464。広さ 12～13 坪。収容 30 名。兄がマス
ター、ママはその妹、マスターの娘の 3 人が切り盛りする。自慢の料理は豆腐料理、もつ煮込み、ポテト
サラダ、魚料理など。トイレが清潔感にあふれているのも好感。高尾駅北口のバスターミナル前、徒歩 1
分。土日は午後 2 時から居酒屋としてオープン。夜は食堂に様変わりする。
友が友を呼ぶのであろう。近頃では、空席を捜すのに苦労するほど、流行の店。
高尾に通うようになったのは２年前の９月「やまのかたりべ１３号」がきっかけである。本誌は「やまの
かたりべ３３号」その間、いろんな出来事があった。中央線沿線の山を登るかぎり、あさかわ食堂に立ち
寄りたいと思うこのごろである。
ヨウ。あんたも付き合わんかい。」

亀戸天神社「藤まつり」
亀戸天神社 江東区亀戸 3 の 6～1。電話 03（3681）0010。総武線亀戸駅下車、北口より徒歩１５分。
都バス亀戸天神前下車すぐ。

亀戸天神社の由来

菅原道真を祀る。下町の天神さまとして広く知られ、親しまれる。古くは、本
社にあたる九州太宰府天満宮に対し、東の宰府として「東大宰天満宮」、あるいは、「亀戸宰府天満宮」と
称されていたが、明治６年に東京府社となってからは亀戸神社と号し、昭和１１年に現在の亀戸天神社と
正称した。

藤まつり

春の花、藤が境内一面に咲き誇り、参詣者の心をなごませてくれる。ことに太鼓橋を
背景に心字池に映る藤の花は絶世の景観。なお、学問の神と崇められる当宮では勉学向上を願う人々
の学業祈願祭が毎朝行われている。４月 25 日～5 月 5 日まで学業講祭も行なわれる。藤を賞でなが
ら、学業祈願の参詣者でにぎわう。

かめ い ども う

亀戸詣で
4 月 28 日 真夏日
テレビのニュースで亀戸天神の藤の花がゴールデンウィーク中は見ごろであると知る。今までは亀
戸天神に縁がなかった。藤の花見も記憶もない。
川口営業所から車で 1 時間もあれば行ける亀戸天神目指して出発する。まだ訪れた経験のない東京
スカイツリー近くを走行して亀戸天神に近い駐車場に車を止める。
駐車場から徒歩５分で亀戸天神につく。覚悟はしていたが、人酔いしそうな混雑ぶり。人波にもまれ
て歩き、波から避けて立ちどまる。
狭い境内の石畳の両側にはずらりと屋台が並び客を呼んでいる。藤棚の花は残念ながら枯れ始め、
淋しい花を咲かせる。
境内を一巡して、たった一軒店をかまえる江戸懐石「若福」に立ち寄る。ここの名物は厚焼玉子と金
じゃこ。厚焼玉子、牛肉、刺身の豪華な弁当を味わい、ふたたび境内を散策する。神楽太鼓が鳴り響く。

学問の
神をまつりし
天神社
神楽の歌舞が
どんどとひびき

太陽が眩しい。頭髪がジリジリ日に焼ける。熱くてたまらず、バンダナを広げて、頭部を覆う。
天神社で商売繁昌のお札をいただき、亀戸天神社を辞する。
タイム

川口営業所
11：10
（ガソリン給油）
亀戸天神社駐車場
12：10
亀戸天神社
１２：18～14：20
（亀戸天神社境内「若福」で食事） 13：00～14：00

駐車場
川口帰社

14：25
15：15

パーティ

石井夫婦

価格変更のお知らせ
諸物価高騰につき、先月号でお知らせした通り 6 月 1 日より下記商品の価格を値上げさせていた
だきます。
尚、スノーシューズ M、L は只今欠品です。10 月出荷予定ですが、５月末までにご注文頂いた分は、
旧価格にて出荷させて頂きます。

品番

SN3
SN4
SN17
SN18
SN8
ST4
ST29
ST30
ST10
ST31
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16
ST17
ST18
CL12
CL13
CL14
CL15
CL16
CL17

〇
〇

商品名

スノーシューズＭ
スノーシューズＬ
スノーシューズＭ（Ｆ） フラット型
スノーシューズＬ（Ｆ） フラット型
エキスパート型固定バンド
クロモリ４Ｐset
NEW クロモリ５Ｐset
クロモリ６Ｐset
ショートリトルベアー卍 set
ＳＰ（超）リトルベアー卍 set
クロモリ８Ｐ卍 set
クロモリ１０Ｐ卍 set
クロモリ１２Ｐ卍 set
クロモリ１４Ｐ卍 set
ワンタッチアイゼン８Ｐ士 set
ワンタッチアイゼン１０Ｐ士 set
ワンタッチアイゼン１２Ｐ士 set
ワンタッチアイゼン１４Ｐ士 set
スノーバーＭ
スノーバーＬ
アブミプレート
ワイヤー梯子５Ｍ
ワイヤー梯子１０Ｍ
ピンチクリアー

上記以外の商品は、従来価格で販売させていただきます。
また、価格は予告なしに変更することもあります。

旧販売価格（税
込）

10,164
10,510
10,164
10,510
3,465
2,730
3,150
6,300
7,350
7,980
15,750
16,800
17,850
21,000
15,750
16,800
17,850
21,000
3,465
4,158
693
75,075
98,175
138,600

新販売価格（税込）

11,172
11,550
11,172
11,550
3,633
2,866
3,307
6,615
7,717
8,379
17,325
18,480
19,635
23,100
17,325
18,480
19,635
22,050
3,633
4,357
724
78,750
102,900
141,750

