G14 / G12
G14
スプリングヒール
プレート

Ｇ14・オーマチックSP

615g 片方
G14 Cramp-O-Matic SP
GV-RA075A01S
Ｇ14・オーマチックSP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥24,000＋税
二本前歯は鍛造仕上げ。一本前歯モノポイントに変換工作ができるモノポイント専用アルミスペー
サーが付属されている。
つま先は
「クランプ・オーマチック」
と呼ぶスプリング効果のあるスペシャル

クライマー：黒田誠

場所：剣岳チンネ左稜線

撮影：馬目弘仁

ナローベイルバックル付き。●重量／615g（片方）

G12

Ｇ12・ニューマチック

530g 片方

Ｇ12・オーマチックSP

535g 片方
G12 Cramp-O-Matic
GV-RA074A01S
Ｇ12・オーマチックSP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,800＋税
オーマチックはスペシャルナローベイル。
つま先が細いシューズへ対応する。
●重量／535g（片方）

G12 New Matic
GV-RA074A02
Ｇ12・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,800＋税
つま先はプラスチックハーネスでダブル仕様ブーツへも対応する。
かかとはバイン
ディングシステム。
●重量／530g（片方）

GV-RA074A01N
Ｇ12・オーマチックナロー・・・・・・・・￥20,800＋税
フロントバックルがナローベイル。
多くの冬山用登山靴に合わせられる。
●重量／535g（片方）
Ｇ12・ニュークラシック

510g 片方
G12 New Classic
GV-RA074A04
Ｇ12・ニュークラシック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,800＋税
つま先、
かかと共にプラスチックハーネス。
多くの登山靴に対応する。
●重量／510g（片方）
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MM Guarantee

マジックマウンテン・ギャランティー

日本国内の登山ショップでお買求めいただく
グリベル・クランポンには
「Grivel 保証カード」
が付いていますから大切にして下さい。

Air Tech Crampon
475g 片方

注

エアーテッククランポンのカラーは
今シーズン途中から
「黒色」
に変わります。

GV-RA073A01S
エアーテック・オーマチックSP・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,200＋税
オーマチックベイルはスペシャルナローベイル。
つま先が細いシューズへ対応。
●重量／475g（片方）

GV-RA073A01N
エアーテック・オーマチックナロー・・・・・・・・・・・・￥18,200＋税
フロントはナローベイル。多くの冬山用登山靴に合わせられる。
●重量／475g（片方）

エアーテック・ニューマチック

470g 片方

注

エアーテッククランポンのカラーは
今シーズン途中から
「黒色」
に変わります。

GV-RA073A02
エアーテック・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,200＋税
フロントの固定方式はプラスチックハーネス。
かかとはバインディング止め。
●重量／470g（片方）

エアーテック・ニュークラシック

445g 片方

GV-RA073A04
エアーテック・ニュークラシック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,200＋税
つま先かかと共にプラスチックハーネス。
●重量／445g（片方）

注

エアーテッククランポンのカラーは
今シーズン途中から
「黒色」
に変わります。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

エアーテック・オーマチックSP

Air Tech Light

エアーテックライトアルミクランポン

ツアースキー等、荷物の重量を気にする人のために作られました。
強固なアルミ材が使われていますが岩場の歩行には不向きです。
エアーテックライト・オーマチック

345g 片方

GV-RA732A01
エアーテックライト・オーマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
つま先はナローベイル付き。●重量／345g（片方）

エアーテックライト・
ニューマチック

330g 片方
GV-RA732A02
エアーテックライト・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
装着はつま先がプラスチックハーネス、
かかとはバインディング止め。
つま先幅はスタンダードで
ジョイントは固いメタルプレートだから底の固い登山靴向き。
●重量／330g
（片方）

エアーテックライト・ワイドニュークラシック

軽量

310g 片方

GV-RA732A24F
エアーテックライト・ワイドニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
シューズへの装着は前後共プラスチックハーネス式。
つま先はワイド幅でスノーボーダーのソフト
ブーツへも適応します。
●重量／310g
（片方）
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G10
Ｇ10・ニュークラシック

410g 片方
フレックスメタルプレート付き

Ｇ10・オーマチック

440g 片方

G10 O-Matic
G10 New Classic

GV-RA072A21
Ｇ10・オーマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,200＋税

GV-RA072A04F
Ｇ10・ニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,200＋税

オーマチックは82ｍｍ幅のスペシャルナローベイル。
ジョイントはノーマルメタル
プレート。最近のシューズに対応した細めのベイル仕様。
●重量／440g（片方）

つま先かかと共にプラスチックハーネス。
ジョイントプレートがフレックスメタルプレート
だから底が曲がった古い登山靴にも対応します。●重量／410g（片方）

Ｇ10・ワイド

410g 片方
フレックスメタルプレート付き
つま先ワイド型のＧ10ワイド

G10 Wide
GV-RA072A24F
Ｇ10・ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,200＋税
スノーボード用ソフトブーツやテレマークスキー靴用につま先が幅広仕様
の10本歯。
フロントハーネスの取付け位置が外側だから幅広靴に合わ
せられる。
フレックスメタルプレート装着。
●重量／410g（片方）

G1 New Classic
Ｇ1・ニュークラシック

370g 片方

GV-RAG01A04F
Ｇ1・ニュークラシック・・・・・・・・・￥13,700＋税
つま先、
かかと共にプラスチックハーネス。
フレックスメタルプレート付き。
●適応シューズサイズ／36〜42●重量／370g（片方）
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G1 Crampons

Spider Snowpads

スパイダー

軽量

155g

GV-AS500B01G
スパイダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,400＋税
寒冷と衝撃に強い
「ザイテル」
プラスチックプレートに専用のスチールピンが10
本付いている。靴の左右に掛かるハーネスは靴底に沿って90度曲がるので
靴幅調節はフリー。
収納は左右の歯と歯を合わせて小さくできる。収納袋付き
●重量／155g
（ペアー）

Extreme Line

グリベル・エクストリームライン

G20 Plus Mono Point
GV-RAG20A01+
G20プラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥23,000＋税
モノポイントクランポン。
センターベースはツインレギュレーションバー
でタテ2本の歯が付いている。新型は中央にヨコ2本の歯が付いて
いるので歩行の安定性が良くなった。
●重量／440g（片方）

G20プラス

440g
2本の中間歯

G22 Plus Dual Point
GV-RAG22A01＋
G22プラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥23,000＋税

G22プラス

デュアルポイントクランポン。
テクニカルマウンテ二アリング＆アイスクライミング。以前のG22

485g

はフロントクランポンとリアークランポンをツインバー1箇所留めで登攀的要素の強い製品。
G22＋はフロントクランポンとツインバーとの間にショートバーをひとつ加えたことにより使用
範囲の広いクランポンに生まれ変った。
フロントポイントも交換可能。
●重量／485g（片方）

ランボー4

Rambo 4 Mono Point

585g

GV-RA077A41
ランボー4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥23,500＋税
内側寄りに付けられたモノポイント、
強化プラスチックプレートに合体
されたアンチボット、
一本のネジでの簡単なサイズ調節、
フロント外側
に補助爪がある。
ヒールフック用の一本歯が付属された最高機能の
テクニカルクランポンです。

ヒールフック用 1本歯が付属されている。

●重量／585g（片方）
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Skitour Crampon

スキーツアークランポン

足首カフの動きが大きいスキーツアーブーツ用に開発された
軽量クランポン。
スキーツアークランポン

●ブーツフロントの
つま先でバインディ
ングするシステム。

705g

リアーストラップ

------------------------------

★収納ケース付き

GV-RATOUA06+
スキーツアークランポン（10本歯）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ￥20,500＋税
●ブーツヒール部分はベイルだけなのでブーツ後部の
パーツには干渉しない。

プラスチックツアースキー靴用のクランポン。
フィッティングシューズサイズは
EU35〜46。収納ケース♯クランポンセーフ・S付き。
●素材／フロント歯は炭素鋼。
かかと部アルミニウム●重量／705g
（ペアー）

-------------------------

----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GV-RBSKIBAILS
スカルパリアーベイル（ペアー）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ￥1,500＋税
スカルパツアーブーツF1用に作られたヒール
ベイル。

