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階への階段の吹き抜けの壁にはクライミング用
の人工ホールドが取り付けられている。系列のク
ライミングジム「カクタス・クライミングパーク」
の紹介や周辺の山情報などが掲示されている

井上大助の

2

系列クライミングジム「カクタス・クライミン
グパーク」
。1号店…関屋町138 TEL：053226-3737 カクタス2（写真）…神野新田町字
ヲノ割37-1 TEL：0532-35-6698

1階のレジ横にはミシンが備えられ、サイドフ
ァスナー付きを除く一般的なパンツ類の裾上げ
は混雑していなければ20分ほどで対応してく
れる。お買い上げ商品ならばもちろん無料だ

【愛知県・豊橋市】

モンタニア

つて僕がフリークライミン

［読者特典］
“PEAKS見たよ！”
の合言葉で、
FITSソックスを
店頭販売価格の
8％OFFでご提供！

開通後は東京からでも意外に近い。

域意識が強いせいか、各地に山道

・西三河・東三河とそれぞれに地

か
グの選手をやっていた頃、 愛知県は面積が広く、また、尾張

愛知県岡崎市在住の仲の良かった

具店も存在する。連載でも今回の

6

クライマーが「このへんでクライ

ミング用品、とくにシューズの品

モンタニアが愛知県 店目の紹介

店には駐車場はないが、付近に

となる。

コインパーキングがいくつもあり、

適当に駐車して店内に入る。店は

揃えがいいのは豊橋の“モンタニ

ア”だよ」と言っていた。クライ

20

ミングギア好きの僕としては、じ

つはモンタニアは 年近く前から

も嵩んだに違いない。店には取材

3

行ってみたい店だった。

依頼の連絡を入れておいたので、

新築の 階建てのビル。建設費用

立った去年、店のホームページを

そんなモンタニアの取材を思い

見ると、新店舗建設中との知らせ

すぐ店主が対応してくれた。

店主の名は牧野昭仁さん。長身

があり、どうせならば、と新店舗

開店の時期を待った。で、新店舗

ながらいわゆる雇われ店長さんか

と思ったが、
店のスタッフから「オ

は昨年末にオープンしていたが、 で、まだお若く見えたので、失礼

いろいろあってタイミングを逃し

ーナー」と呼ばれていたので、正

真正銘の店主のようだ。当然、話

ていた。

はそこから始まった。

梅雨も明けた 月の終わり、岐

阜方面の山に行く用事があったの

7

スタッフは店主のほかに3人。左からお洒落番長
で里山エキスパートの坂神恵子さん、先代店主の
奥さん（現店主の母上）の牧野三千代さん、トレ
ラン好きで山道具全般に詳しい冨川成行さん

履き心地・
耐久性抜群

高品質ニュージーランド・メリノウール使用
フィッツ／
メリノウールソックス・ラグドクルー

お店からひと言!!

￥2,300＋税

［ 1F・キッズコーナー ］

・アウトドアのアイテムは実際に使う前からワクワクするものがとっても多く
あります。
そんなワクワク感をスタッフが手書きのPOPで紹介しています
・モンタニアのある豊橋のみなさんが「地元に楽しい店があってうれしい！」
と思ってもらえるようなお店作りを目指しています。
・2014年12月に改装をしてゆったりとした店内になりました。疲れたときは2階
の休憩スペースで休んだり、お子さん連れの方はキッズスペースもあります。
・系列の「カクタス・クライミングパーク」もどうぞよろしくお願いします！

カカトの立体形成が足を包み込むようにしっかりと
サポート。起毛のヘタリにくさは、数あるアウトド
ア用メリノウールソックスの中では一番。今回、読
者特典としてPEAKS読者には特別価格でご提供！

［ 1F・山小物ウエア ］

［ 1F・各種ウエア ］

Shop information

豊橋松葉局

here!

城海津
駅前

男性用と女性用が完全に分けて展示されており、 階段前のキッズコーナーには小さなリュックか
とくに女性モデルは手に取りやすい高さにディ らレインウエアなどキッズ専用モデルが充実。
スプレイされていて選びやすい。ドイター、オ 小さなお子さんのためのプレイスペースも兼ね
ているので、家族連れでの買い物でも安心
スプレイ、グレゴリー、ミレー、BDなど

レジ前の什器には、グローブやアームカバー、財
布や小物入れといった小物類が数多く揃えられて
いる。とくにフェイスマスクなど紫外線対策用品
が充実しているのは女性にとってはうれしい

カジュアル向けから本格的登山ウエア、雨具など
が幅広く並ぶ。取扱いブランドはモンベル、TNF、
パタゴニア、マムート、フォックスファイアー、
シェルパ、OR、ホグロフスなど幅広い

精文館書店
豊橋駅前局
線
道本
東海

新豊橋

西八町

駅前大通

市役所

前

札木

幹線
道新
東海

中央街

豊橋

井上大助 今年3月末に滝谷で消息を絶っていた親友が7月に発見されました。お別れの会も終えてようやく一区切り。友の冥福を祈り、そして捜索協力者に感謝します

106-107.indd すべてのページ

で、ちょっと遠回りして豊橋市へ

［ 2F・バックパックコーナー ］

現店主の昭仁さんは大学卒業後、

107

スリーピングバッグやマットは広げた状態と
収納した状態の両方で展示され、使用時そし
てパッキング時の大きさがイメージしやすい。
テント用品もこのエリアに展示される

書籍は決して多いとはいえないが、そんな厳選
された書籍のなかに拙書「アウトドア・クライ
ミング」を発見。ありがたいやらうれしいやら。
これだけで名店の称号をあげたいほどである

［ 2F・寝袋＆マット売り場 ］

「お店からひとこと」にもある手書きのPOPは、
スタッフが商品を実際に使い、独自の視点で商品
の特徴をよくつかみ、わかりやすく紹介している
ので、見ているだけで楽しく、大変参考になる

店主イチオシ商品

店舗は3階建てだが、3階の中央部分は屋根な
しの屋上造りになっていて、バーベキューなど
のイベントも画策中とのことで楽しみだ

［ 1F・書籍コーナー ］

超個性的山道具店
自虐的用具実証企画の筆者がおくる、
全国に点在する国宝級マウンテンショップを巡る旅。

と車を走らせた。新東名高速道路

店名のモンタニアはマウンテン

た。亡くなってしまった今ではな

・オープンしたわけだ。

ぜスペイン語なのかは聞くすべも

大好きなアウトドアのことを学ぶ

昭仁さんの父親で初代店主の仁雄

ないそうだが、先代が若いころに

ためにニュージーランドのアウト

さんが体調を崩したという一報を

ドア専門学校に留学した。しかし、 のスペイン語。先代店主が名付け

受けて、急きょ帰国。店を手伝う

がスペイン語だったからではない

ことになる。志も半ばだったし、 遠征に出かけた南米ペルーの言葉

もちろんまだまだ遊びたい盛りだ

か、という説が有力らしい。

店内の様子は、入口を入ると、

ったであろう。しかし、仁雄さん

まずは季節の注目の商品が展示さ

は闘病むなしく翌年に急逝してし

れる。取材時は夏だから T シャ

先代店主の牧野仁雄氏は愛知山

指の品揃えであるのは間違いない。

まい、昭仁さんが店を継ぐことに

そのすぐ右手には日帰りの山行や

岳連盟ペルーアンデス遠征隊に加

24

ツやサンダル類が並べられていた。 をずらりと展示。東海地区では屈

ったわけだが、まずは岩登り好き

通勤通学にも使えるサイズのバッ

わるなど、登攀志向の本格的クラ

昭仁さんは若干 歳で店主とな

だった先代の遺志を継ぎ、東三河

クパックコーナー、左手はカジュ

08

なった。2006 年のことだ。

で初の室内クライミング施設「カ

イマーでもあった。そのため当時

央付近はグローブやアームカバー、 から周辺のクライマーが集まり、

アルから本格登山に適したものま

ギアを揃え、情報交換をする場で

でさまざまなウエア類が並ぶ。中

あったという。モンタニアは 代

2

クタス・クライミングパーク」を

業のモンタニアのほうも、登山用

小物入れなどが置かれた什器があ

2

市内関屋町に 年にオープン。本

品をオモチャ代わりに育った店主

目店主になっても、そのカラーを

してこれからも地域のクライマー

2

色濃く受け継ぎ、東三河の名店と

とバックパック、登山靴、シュラ

や登山者を支え続けるだろう。

1970年
（昭和45年）
4月1日、
創業者・牧野仁雄と妻・三千代によって豊橋市松葉町でモンタ
ニア創業。
当時は登山用品の販売は少なく、
野球用品の販売やユニ
ホームの背番号をミシンで縫いつける仕事などもしていた。
1977年
（昭和52年）
4月、
現在モンタニアのある豊橋市萱町に移転。
1981年
（昭和56年）
5月、
それまでの個人事業から有限会社モンタニアとなる。
2005年
（平成17年）
先代店主・牧野仁雄氏の体調悪化のため、
昭仁氏が留学先のニュー
ジーランドより急きょ帰国。
店を手伝い始める。
2006年
（平成18年）
5月、
仁雄氏が急逝。
享年65歳。
同年、
代表者を長男・牧野昭仁氏
（当
時24歳）
に変更し、
昭仁氏が二代目店主に就任。
2008年
（平成20年）
東三河初出店となる室内クライミング施設「カクタス・クライミングパー
ク」
を豊橋市関屋町に先代の誕生日の3月1日にオープン。
2014年
（平成26年）
4月、
店舗リニューアルのため旧店舗での最終営業し、
仮店舗での営
業をスタート。
同年12月5日、
モンタニア新店舗・新装オープン。
2015年
（平成27年）
4月、
カクタス2号店を豊橋市神野新田町にオープン。

フや火気類といった本格登山用品

History

り、右の壁の中央付近にはレジカ

12

は若くても商品知識が豊富。もち

1982年愛知県豊橋市生まれ。山道具を
玩具代わりに育ち、高校時代は山岳部に
入部しインターハイに出場。北海道の大
学を卒業後はニュージーランドのアウト
ドア専門学校に留学するも、父の急病の
ため帰国。24歳で店を継ぐ。妻と娘2人
で豊橋市内に暮らす。趣味はトレラン。

がある。 階はクライミングギア

あ き ひ と

ウンター、その先に 階への階段

の

ろんベテランスタッフにも助けら

ま き

牧野昭仁さん

8

れ、商売は順調に進み、店を引き

2代目店主

継いで 年後に新店舗の建設を決

意する。それが昨年の 月に完成

Profile

クライミングシューズは東三河随一の品揃え。
外箱にはモデル名とサイズが明記されたタグが
付けられ、売れたらそれを取って、発注と在庫
管理に使うという。なかなかのアイデアだ

文・写真◉井上大助
Text & Photo by Daisuke Inoue

新川

登山とクライミングの専門店
モンタニア
〒440-0896
愛知県豊橋市萱町５番地
（松葉公園南）
TEL：0532-55-0125
FAX：0532-53-8099
E-mail：montania@montania.jp
営業時間：10：00〜20：00
定休日：毎週火曜日
http://www.montania.jp/

徒歩…JR豊橋駅東口を出て、ときわ通りアーケード商店街を抜け右折、約150m
進んだ先の信号を左折して50m左手。約9分。車の場合…東名・豊川ICから国道
151号を豊川市街方面へ。約10㎞ 20 〜 30分。周辺駐車場の駐車券補助あり
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