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あけまして おめでとう ございます
皆様のご繁栄と健康を、やおよろずの神様に祈願します。
今年もよろしく お願もうしあげます。

年末年始のお知らせ
平成 24 年 12 月 30 日（日）～平成 25 年１月 4 日（金）の間は、お休みさせていただきます。
出荷は 1 月 5 日（土）からお受けします。
社長

株式会社エキスパートオブジャパン
石井貞男 専務石井正子 他社員及び関係者一同

フリクション装着法
アイゼン、スノーシューズ、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、スノーシューズ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。
（カタログ 4 頁参照）

プチドラゴン装着例

フリクション装着法の表示について
得意先からの要望に応えて本年１１月 1 日以降出荷する関連商品にはすべてフリクション装着法で靴に
つけるよう表示しました。ユーザーがそれによって助かるとしたら、商品のセールスポイントが一つ増え
たことにもなります。いずれフリクション装着法は登山業界の常道になるかも知れません。
 プチドラゴンは丸カンの外側からバンドを通すよう指示。
 クロモリ 6Ｐとスノーシューズ全品には三股カン、丸カンの外側から。
 リトルベア卍はワイヤーと丸カンの外側から。
 クロモリ 8Ｐ～14Ｐ卍とワンタッチアイゼン全シリーズはワイヤーと三角カンの外側からバンドを通
すよう指示しました。

スノーシューズＳ、Ｍ、Ｌ（Ｆ）の紹介
前後の反りがないフラット型のスノーシューズをご希望の際は、スノーシューズＳかＭかＬの後に（Ｆ）を
つけてご注文下さい。
販売価格は、通常品と変わりません。Ｓサイズに限っては初回生産品をすべて反り加工処理をすませ
ましたので、追加生産時にご注文に応じます。期日未定。Ｍ、Ｌサイズは、11 月、12 月、1 月上旬に注文頂け
れば 1 週間以内で納品します。

スノーシューズ反りなしタイプ（Ｆ）について
スノーシューズの反りのないフラット型（Ｆ）の発注単位は６ヶ SET としていましたが、
平成 24 年 11 月 5 日付をもって 1 ヶでも受注いたします。
なお、Ｓサイズの初回生産分は終了につき、反りなし型はご注文に応じられません。

８Ｐ～１４Ｐ用共通ジョイントの説明
 長手方向に穴がたくさんあいているのは軟らかいトレッキングブーツの靴底に合わせて反りやす
くしたのが最大の目的です。トレッキングブーツも現在はゴアテックスラミネートされているのが
大半です。日帰り雪山ハイキング目的には充分耐えられる軽登山靴にジャストフィットできるよう
スプリング鋼を採用しました。もちろん本格的な重登山靴にも使用できます。
 フロントフレームの小さな穴は塗装時に吊り下げる目的であけました。装着には関係ありません。
ちなみに塗装は最先端技術の塗装が丈夫で長持ちする電着塗装処理をしています。
 サイズ調整は靴サイズに合わせてジョイント長さを必ず最短にしてボルトを締めつけてください。
ジョイントを緩めに調整すると、行動中アイゼンは靴から外れます。フレームに負荷を与え、破損の
原因になります。

8Ｐ卍～10Ｐ卍用ジョイント税込価格
ST24 ジョイントＳ（2 ヶ入） 2520 円
ST23 ジョイントＭ（ 〃 ） 2016 円
ST23 ジョイントＬ（ 〃 ） 2016 円

ＳＰ（超）8Ｐ～10Ｐ用ジョイント税込価格
ST36 SP ジョイントＳ（2 ヶ入） 2100 円
ST37 SP ジョイントＭ（ 〃 ） 2100 円
ST38 SP ジョイントＬ（ 〃 ） 2100 円

ＳＰ（超）8Ｐ～10Ｐ用のジョイントはスライド式です。ボルトは長穴のどの位置でも固定できます。微調整
ができる由縁です。

売れ筋商品紹介
年々需要が伸びています。ご注文下さい。
負けるなニッポン

ク ロ ス ペ グ(C10)
○ 携行時に１０枚重ねても 46mm。使用時は十字型に開く。雪の重さを利用してテントを設営する
杭。海岸や砂地でも砂に埋めて使える。世界唯一のクロスペグ。
○ 回収法は、張り綱を横に引くと抵抗が少なく抜きやすい。
○ 出発前にテントの張り綱にクロスペグを結んでおくと、設営時間を大幅に短縮できます。
○ クロスペグに無理な力がかかって変形した際は、もとにもどせば何度でも使えます。弊社では修
理いたしません。

スーパーランナー →

←張り綱

（ロープ、スーパーランナーは
別売りです。）

使用例

クロスペグ (C10)
ジュラルミン製 カラー：シルバー 重量：17.5ｇ
サイズ：長さ 150mm×幅 20mm×厚さ 4.6mm
税込価格：￥750
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やまのかたりべ
第 27 章 八王子城～裏高尾
八王子城の戦 北条氏は小田原城を本拠地として関東一円を治めていましたが、天下統一を目指す
豊臣秀吉に従わなかったため、秀吉は領地争いを理由に北条氏に宣戦布告し、八王子城は秀吉軍の猛
攻撃を受け、天正 18 年（1590）6 月 23 日、わずか 1 日で落城してしまいました。小田原評定や秀吉の一
夜城が有名ですが、この八王子城では戦国時代の最後を告げる激しい戦いがあったのです。
平成 2 年からの発掘調査では、御主殿跡からは建物の礎石や枯山水のような庭園遺構が見つかって
います。また、ベネチア産のレースガラス（日本で唯一）や大量の中国産陶磁器皿などが出土し、外国と
の交易もあった戦国大名の豪華な暮らしぶりを想像することができます。これらの出土品は八王子市

郷土資料館で展示しています。
ふもとから約 1 時間の山頂の展望台からは、空気のよく澄んだ日には、北条の領土であった南関東一
円を見渡すことができ、時代は違いますが、氏照もながめた景色をイメージすることができます。
氏照の供養塔をはさんで、八王子城で討ち死にした家臣の中山勘解由と中山勘解由の孫でこれらを
建立した中山信治（のぶはる）の供養塔が並んでいます。また後方に並んでいるのは討ち死にした人々
の供養塔と思われます。
氏照・家臣の墓は元禄 2 年（1689）の北条氏照百回忌法要の時に建立されました。この法要をおこなっ
たのは中山信治で、信治は中山勘解由の子・信吉の子で、水戸徳川家の家老、常陸国・松岡藩主です。
（茨城県高萩市）
この時、宗関寺の梵鐘と「宗関寺」「朝遊山」の額も寄進されました。梵鐘には百回忌追悼の詩文が刻
まれていて、歴史資料としても貴重です。どちらも、中国・明から来日した僧・心越禅師の書によるもので
す。心越禅師は徳川光圀に招かれ、元禄 8 年（1695）に亡くなるまで水戸で過ごしました。
（八王子遊歩まっぷより抜粋）
Ｈ24.11.2 より封切された「のぼうの城」もこの時代の豊臣方と北条方の戦記です。11 月 3 日に六本木
シアターで鑑賞しました。絶賛に値する名画です。

山のかたりべの主旨
「やまのかたりべ」は弊社社長の山と旅と温泉の紀行文集です。「やまのかたりべ」は㈱エキスパート
オブジャパンの月刊営業誌「エキスパートコレクション」に連載中です。おそらく石井が社長でいる間続
きましょう。今月は第 27 章です。どなたでもご覧になれます。
本来、山登りは体力・技術・経験にあわせて行うものです。体力のあるうちは低山歩きに甘んじる必要
はありません。体力の衰えた人たちは他人に迷惑をかけずに自分の歩ける範囲で好きな山を楽しみま
す。本人が満足しているハイキングを他人がとやかく言う権利はありません。
「やまのかたりべ」は第 1 章から 12 章まではほとんどソロ活動の紀行です。13 章から渋谷と小嶋が加
わり、それ以降単独登山は中断しています。
何度も記述した通り、「やまのかたりべ」は月に一度近郊の山を歩くグループです。山岳会ではありま
せん。連絡はメール。規約、会費もありません。3 ヶ月以上参加しないと除籍されます。戻るのは自由。保
険や事故は自己責任です。
人数が増えると「やまのかたりべ」の主旨に反して、自己主張を通そうとする族が現れます。そんな連
中には関与しないのが「やまのかたりべ」の主旨です。

わが山は
わが道を行く
わがままに
ひとり よがりの
やまのかたりべ

近ごろなんとなくパーティ登山に疲れました。仕事をしているほうが気が楽です。ストレスがたまって
悩んでいます。従業員から頑張りすぎです。と注意されます。どうやら働きすぎで激やせしたようです。
そろそろのんびりしようかと考えはじめています。

わが自慢
いち

弊社が登山業界に参入した当時は先輩企業が綺羅星のごとくありました。 1 から始めた㈱エキスパー
ト オブ ジャパンです。山登りが好きだから頑張りました。
気が付くと、日本唯一のメードインジャパンメーカーになっていました。競争相手は輸入品です。
社員は現在、社長、専務の他に営業の松田夫婦、事務方の森田、生産の半田、小沢、中島、石井（同姓の
別人）の計 9 名です。年齢は 30 代、40 代、50 代、社長 1 人が 70 代です。
社長の山仲間や同業者、同級生から働かせて欲しいとしばしば頼まれます。それらはすべて丁寧にお
断わりしています。理由は高齢とわがままな社員になりかねないからです。面倒を見切れる自信があり
ません。
生産業務の大半はプレス機を操作して登山用品を造ります。世界中で弊社しかない商品も増えました。
生産要員は初めは皆、素人です。慣れてくると戦力に育ちます。
創業以来、1 人も怪我人をだしていないのが弊社の細やかな自慢です。
もう歳だから社長を辞めなよ。と無関係な馬鹿から忠告されます。
「よけいなお世話だ。放っておきな。死ぬまで、やってやろうじゃん。」

癌検診異常なし
癌を患う友人が増えています。60 を過ぎてからは人間ドッグや健康診断を受けるようになりました。
自覚症状はまったくありません。だが、癌には関わりたくもありません。
10 月 18 日、渋谷区医師会の癌検診を受けました。11 月 10 日、その結果が手紙で知らされました。「前
立腺癌、大腸癌、肺癌、胃癌、いずれも異常なし。」
めでたい。一杯やろうぜ。
11 月 15 日は健康診断を武南病院付属クリニックで行います。
11 月 14 日
身体にあわない錠剤を飲んだらしく、3 日間も下痢に苦しむ。そのため体力が甚だしく消耗する。目眩
にもおそわれる。
入山 3 日前にそれに気づいて薬を変える。ともあれ体力の回復に努める。
17 日、八王子のホテルにチェックインする。同行者には電話で事情を説明する。
「集合場所には必ず行くが、体調が悪ければ不参加もありうる。すまねえ」
11 月 18 日 快晴
八王子駅から高尾駅に向かう車中で顔面に日焼け止めクリームを塗りまくる。高尾駅南改札口前で待
つ同行者が私を見るなり
「顔色いいよ。それなら大丈夫だ」
笑顔で迎えてくれる。
日焼け止めクリームを塗った顔の色艶を見て勘違いをしたらしい。まあいいか。
「迷惑をかけるかも知れない。よろしく頼む」
八王子城山登山口近くに国史跡八王子城跡ガイダンス施設が今年新築される。それにともない高尾
駅からのバスが土、日、祭日に限って運行される。終点の八王子城跡ガイダンス施設内で登山準備を整
える。
まずは御主殿跡へと向かう。つぎに間道をたどって金子曲輪跡の 8 合目を目指す。日当たりのよい竹
林で小休止後、梅林を抜けて 8 合目にであう。道標にしたがって左方を登る。なにせ山全体が砦とあっ
て細い道が入り組んでいる。メインルート以外には史跡名が記されているものの、道標はあまり見当た
らない。上へ上へと登るうちには稜上のメインルートにでる。
紅葉には 1 週間ほど早い。色づき始めたカエデ、イチョウ、杉などの巨大な神木に守られた八王子神社
境内を通過する。ほどなくベンチ・テーブルが並ぶ八王子城山山頂広場に達する。
談笑ののち、砦由来の井戸へと降りる。山頂近くに水が湧いているために、多勢の兵が籠城できたと、
渋谷がガイドしてくれる。現在でも井戸水が手押しポンプで汲みあがる。

八王子
つわもの どもの
ゆめのあと
城山めぐり
往時をしのぶ

井戸前から右の巻道を歩いて八王子神社にもどる。8 合目で短い休憩をとってからは一気に登山道を
下る。大鳥居をくぐれば右方眼下に観音堂が望める。わずかな下降で太鼓橋を渡る。八王子城跡ガイ
ダンスが目前に近づく。

タイム
八王子駅（中央線）
8：38
高尾駅南口（バス）
8：43～9：15
八王子城跡ガイダンス施設 9：21～9：55
御主殿跡
10：19
梅林下 竹林
10：30～10：40
8 合目 金子曲輪跡
10：55
八王子神社
11：45
八王子城山
12：10
山頂広場
12：40
井戸（水場）
12：45

八王子神社
12：55
8 合目
13：14～13：24
観音堂上 大鳥居
13：31
太鼓橋
13：37
八王子城跡ガイダンス施設 13：45～14：20
（バス）
高尾駅南口 （居酒屋）
14：40～18：00
（ＪＲ）南浦和駅
19：00～19：13
（ＪＲ）川口駅
19：30
川口帰社
20：08

パーティ

石井、渋谷、安達 計 3 名
11 月 19 日 脱稿する

☆当社の製品が『ワンダーフォーゲル 12 月号』 2012 年 12 月 1 日発行
に掲載されました。是非ご覧いただけますようお願いします。

☆当社の製品が『ＴＲＡＭＰＩＮ vol．１０』
2012 年 12 月 9 日発行に掲載されました。

