エーデルリッド

EDELRID Gmb

H & Co.KG ・Germany

#クライムグリーンプロダクト
このコレクションは3R（Reduce、Reuse、Recycle）の原則に従い作られています。持続可能な 素
材で作られていたり、
製品の長い耐用年数などが特長です。
エーデルリッドはこのコレクションで、
PPEの分野で

安全性やパフォーマンスを犠牲にしないで、
環境保全
（サステナビリティ）
を実現できることを証明したいのです。

エーデルリッドは自然環境にやさしい──ブルーサインプロダクト
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スイスの「ブルーサイン・テクノロジーズ」
は国際的環境認証機関です。bluesign® ラベルの製品は環境にや

さしく作られています。エーデルリッドロープは高度なロープ製造技術と健康や環境に安全であると認証され
た原材料を組み合わせることでbluesign® システムの基準に適合させました。
もちろん、汚染物質を最小限

にとどめながらも品質やデザインの妥協はしていません。
そしてbluesign® システムの厳しい要求を満たす

ことで、例えばロープ外皮（シース）
の繊維を染色する際に左図のような画期的な削減結果を得ました。

ロープテクノロジー
Pro Dry プロドライ

Cut Protect カットプロテクト
クライミング中のロープの切断の原因の一つとして
「岩角での

プロドライロープは速乾性に優れ水分をほとんど吸収しないので、低温下での

題に取り組み、
この革新的な技術を開発しました。
この技術は、高い耐切断性能

という結果でロープ重量は増えません。
アルパインクライミングをはじめとして、

外皮に編みこみポリアミド繊維と調和させます。
これによりダイナミックロープの

操作性が良好で安全性が高いのです。

擦れによる切断」
があります。
エーデルリッドはいち早くこの問

を持ちますが伸びにくい
「高強度アラミド繊維」
を、新しい編み工程によりロープ

凍結への強い耐性があります。UIAA撥水テストでは水分吸収が僅か1〜2％

岩と氷のミックスルートやアイスクライミングでも、
プロドライ処理のロープは

規格に準拠しながらも、特に高い切断抵抗を持つロープを製造できるのです。
Eco Dry エコドライ

3D Lap Coil 3Dラップコイル
エーデルリッドが独自に開発したロープ巻き上げ技術により、製品パッケージから

有機フッ素化合物
（PFCs）
はアウトドアギアに耐水性や耐汚性を与えます。
しか

ロープを引き抜くだけで初回使用時のねじれやキンク、
もつれが起こりません。

リッドが開発したエコドライ処理技術は、PFCsを100％使用せずにUIAA撥水

ことができます。

しPFCsは環境中では分解されにくく環境汚染問題を引き起こします。エーデル
テストに合格し、
さらにプロドライ処理に匹敵する性能を実現しました。
DuoTec デュオテック

新品ロープを使う前の巻き直しが不要になり、
よりスピーディーに使い始める

Thermo Shield サーモシールド
エーデルリッドロープ特有の柔軟な質感と操作性はこの処理加工から生まれます。

ロープ全長の中間部から別の模様に変える技術。
ロープ巻き取りの際や残り
ロープの長さの推定、懸垂下降の時に便利な目安になります。

Dynamic Ropes Technical Data

特殊な熱処理は、
繊維を一度ゆるめた後に収縮させロープの芯と外皮を完全に調
和させます。
この特殊加工によりしなやかさが永続するのです。

ダイナミックロープ・テクニカルデータ

ロープ名
ロープ径（mm） ロープタイプ 重量（g/m） 外皮率（%） 耐墜落回数（回） 衝撃荷重（kN）
10.0
64
38
パイトン
8
8.9
9.8
62
40
ボア
7
8.8
スポーツライン
9.8
68
41
ボアジム
7
8.8
9.2
56
37
キングレット
7
8.8
9.8
63
39
ヘロンエコドライ
10
8.9
9.6
62
トミーエコドライデュオテック
40
8
8.7
9.5
62
イーグルライトプロドライ
36
10
9.3
9.2
57
ハミングバードプロドライ
44
8
8.8
プロライン
8.9
53
スイフト48プロドライ
41
6/20/22
8.7/6.5/10.8
8.9
53
スイフトプロテクトプロドライ
36
6/18/30
9.9/7.3/11.8
8.6
51
カナリープロドライ
47
5/24/30
8.4/6.4/10.6
8.2
47
スターリングプロドライ
36
15/30
6.4/10.2
8.2
44
スターリングプロテクトプロドライ
42
7/20
7.0/11,8
7.1
36
スキマーエコドライ
40
5/18
6.1/10.0
ダイナミックロープ・ロープタイプ：
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シングルロープ、 ハーフロープ、 ツインロープ

伸び率（動荷重時（
）％）伸び率（静荷重時（
）％）
10.0
32
9.3
32
5.5
32
6.0
31
8.3
34
8.3
31
7.5
31
6.0
31
6.2/6.2/5.0
34/28/28
5.5/5.2/3.5
29/26/25
7.4/7.1/5.6
32/31/28
9.3/5.8
29/26
8.8/5.1
28/24
9.0/5.2
32/29

Dynamic Ropes

EN 892

スポーツライン
スポーツラインロープはインドアジムや岩場での
スポーツクライミングに好適です。
しなやかで使いやすく、

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

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

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

ダイナミックロープ

丈夫な構造は安心感を生み出します。

MADEINGERMANY

Special
Gym
Rope

Boa Gym φ9.8mm

非常に頑丈なポリエステル素材を外皮に使用した初めてのダイナ

ミックロープ。ポリエステルの摩耗に対する強さに加え
「Sports

Braid」
テクノロジーと
「LinkTec」
テクノロジーを採用することで、
素晴らしい耐久性と操作性を実現した。特にインドアジムでの使用

に好適で、
日々のハードなトレーニングに対応する。
ボアジム35m、40m ＃138

φ9.8mm

ER71281.035
ボアジム35m・・・・・・・・・・・・￥15,200
（税込￥16,720）
●カラー／オアシス
（＃138）

35m /40m

New
Size

ER71281.040
ボアジム40m・・・・￥16,500
（税込￥18,150）

●カラー／オアシス
（＃138）

Sports Braid

特殊な編み工程により標準的な外皮構造と異なり、
非常に
コンパクトに編み上げることで滑らかな外皮構造となります。
これにより、
素晴らしい耐磨耗性と操作性を実現します。

LinkTec

この技術はロープを編み上げる工程中に、
外皮と芯の接着
作業も同時に行います。
これにより、
外皮と芯のずれを最小
限に抑え、
ロープの寿命を大幅に延ばします。

パイトン30m、50m ＃300

φ10.0mm 30m /50m
キングレット60m、80m ＃047

ボア40m、60m ＃300

φ9.2mm 60m /80m

φ9.8mm 40m /60m

キングレット50m、70m ＃017
パイトン40m、60m ＃200

φ10.0mm 40m /60m

ボア30m、
50m ＃200

φ9.8mm 30m /50m

φ9.2mm 50m /70m

Kinglet φ9.2mm

Python φ10.0mm

Boa φ9.8mm

スポーツクライミング用。サーモシールド処理により、
しなやかさと

スポーツクライミング用軽量シングルロープ。握った際のグリップ感

る耐久性も高く、厳しいムーブに果敢に挑むことができる。

しやすく安全性も高い。

レスを感じない。
インドアジムでも岩場でも使いやすい。

ER71291.050
キングレット50m・・・・・・・・・￥21,400
（税込￥23,540）

操作性の良さが持続する。耐久性も高い。
ロープ径10㎜はビレイ

ER71080.030
パイトン30m・・・・・・・・・・・・・・・￥9,800
（税込￥10,780）
●カラー／ブルー
（＃300）

がとても良く、
ロープを手繰ったり、
クリップする際にスムーズでスト

New
Size

ER71079.030
ボア30m・・・・・・・・・・￥9,800
（税込￥10,780）

●カラー／レッド
（＃200）

ER71080.040
パイトン40m・・・・・・・・・・・・・￥13,000
（税込￥14,300）

ER71079.040
ボア40m・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,000
（税込￥14,300）

ER71080.050
パイトン50m・・・・・・・・・・・・・￥16,300
（税込￥17,930）

ER71079.050
ボア50m・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,300
（税込￥17,930）

ER71080.060
パイトン60m・・・・・・・・・・・・・￥19,500
（税込￥21,450）

ER71079.060
ボア60m・・・・・・・・・・・・・・・・・￥19,500
（税込￥21,450）

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

軽くしなやかでグリップ感の良さが高い操作性を生み、高難度ルート

やオンサイトでのトライの際にアドバンテージになる。
フォールに対す

●カラー／ナイト
（＃017）

ER71291.060
キングレット60m・・・・・・・・・￥24,200
（税込￥26,620）
●カラー／スノー
（＃047）
New
Size

ER71291.070
キングレット70m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,600
（税込￥30,360）
●カラー／ナイト
（＃017）
New
Size

ER71291.080
キングレット80m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥31,700
（税込￥34,870）
●カラー／スノー
（＃047）
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Dynamic Ropes
ダイナミックロープ

EN 892

プロライン

プロラインロープは最高品質の撥水仕上げ処理が施されています。
速乾性、
軽量性、
高い耐久性など
厳しい自然条件でベストを求めるクライマーの必要条件を満たしています。

MADEINGERMANY
Pro Dry

速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

Eco Dry

PFC（
s 有機フッ素化合物）
を使用せずにプロドライ処理
に匹敵する速乾性を実現。

Cut Protect

アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

ハミングバード
プロドライ50m、70m ＃057
ヘロンエコドライ
50m ＃329

イーグルライト
プロドライ50m ＃643

φ9.8mm 50m

φ9.2mm 50m /70m

φ9.5mm 50m

ハミングバード
プロドライ60m ＃058
ヘロンエコドライ
60m ＃214

φ9.8mm 60m

φ9.2mm 60m
イーグルライト
プロドライ60m ＃971

φ9.5mm 60m
New

Heron Eco Dry
φ9.8mm
最高のオールラウンドモデル。優れた耐久性、使いやすい太さと軽

Hummingbird Pro Dry
φ9.2mm
スポーツクライミング全般に好適な軽量細径ハイエンドモデル。

Eagle Lite Pro Dry
φ9.5mm

繊細に編みこまれたロープシースが高い操作性を実現し、高難度

ルートのシビアなロープクリップを容易にする。
また、抜群の耐久性

が厳しい条件下でも安心感を生む。

ER71290.050
ハミングバードプロドライ50m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥24,800
（税込￥27,280）

さ、操作性の良さがベストなバランスで融合し様々なクライマーの要

最高水準のヤーン
（撚糸）
を使用することにより、軽量でコンパクト、

境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。

のフォール耐久性を誇る。

ER71335.050
ヘロンエコドライ50m

ER71233.050
イーグルライトプロドライ50m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,400
（税込￥25,740）

ER71290.060
ハミングバードプロドライ60m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,600
（税込￥30,360）

ER71233.060
イーグルライトプロドライ60m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥26,200
（税込￥28,820）

ER71290.070
ハミングバードプロドライ70m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥31,000
（税込￥34,100）

求に対応する。
また高い耐久性能は激しいジムユースにも好適。環

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,200
（税込￥24,420）
●カラー／アイスミント
（#329）

ER71335.060
ヘロンエコドライ60m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000
（税込￥27,500）
●カラー／ファイア
（#214）
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素晴らしい操作性を実現。
また、
ロープ径9.5㎜としてはトップクラス

●カラー／ネオンコーラル
（＃643）

●カラー／ブライトグリーン
（＃971）

●カラー／アイスミントシトラス
（#057）

●カラー／ナイトシトラス
（#058）

●カラー／アイスミントシトラス
（#057）

TOMMY CALDWELL

トミー・コールドウェル シグネチャーモデル

トミーエコドライデュオテック
60m ＃499

New

φ9.6mm 60m

Tommy Eco Dry
DuoTec φ9.6mm
トミー・コールドウェルが開発に携わったモデル。岩場での
ハードユースを想定し外皮率を高め耐久性を上げてい

る。操作性も良くロープクリップ時などでロスが少ない。
ま
た
「DuoTec」
テクノロジーによりロープの中間部から模

TOMMY CALDWELL

様が変わることで明確にロープ中間部を判別でき、懸垂

トミー・コールドウェル

下降やクライマーをロワーダウンさせる時の安全性を高め

1978年8月生まれ。アメリカ・コロラド州 出

ている。耐墜落性能も高く、岩場やジムなど使うシーンを

身。幼少期からクライミングを始め、
ビッグ

選ばないオールラウンドモデル。環境にダメージを与えな

ウォールからスポーツルート、
ボルダリングま

いエコドライ処理が施されている。

ER71334.060
トミーエコドライデュオテック60m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥31,800
（税込￥34,980）

キャピ

での初登などクライミング史に残る登攀を

●カラー／ネオングリーン
（#499）

成し遂げ、近年も様々なビッグウォールプロ

ジェクトに挑戦し続けている。

DuoTec
ロープ全長の中間部から別の模様に変え
る特殊技術。

Photographer: Schreiber Pötter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----A ＃242

A ＃022

A ＃242

B ＃499
B ＃729
New
Color

B ＃329

スイフトプロテクトプロドライ
50m、60m

φ8.9mm 50m /60m

スイフト48プロドライ
50m、60m

φ8.9mm 50m /60m

High Cut Resistance Rope
Swift Protect Pro Dry
φ8.9mm

Swift 48 Pro Dry
φ8.9mm

ダイナミックロープ。
この
「Cut Protect」
テクノロジーにより、岩角で

シングルでもダブルでも使える軽量細径ロープ。前身モデルのスイフ

した。
そして特殊な編み工程は握った際のグリップ感も考慮されて

トプロドライより外皮の編み糸（撚糸）の本数を増やし操作性や衝

高い耐切断性能を持つアラミド繊維を外皮に編みこんだ初めての

の擦れによるロープ切断のリスクを最小限にとどめることに成功

いて操作性も良い。

カナリープロドライ
50m、60m、70m

φ8.6mm 50m /60m /70m

Canary Pro Dry
φ8.6mm
シングルロープとしては最細最軽量。スポーツクライミングでの

高難度ルートのレッドポイントトライやハードなアルパインクライミング

に適したハイエンドモデル。
ハーフロープとしても使用可能。

ER71270.050
カナリープロドライ50m

る。厳しいルートに挑む全てのクライマーに。

ダイナミックロープと同等の性能を示した。

※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、
ロープ径10㎜ の

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,600
（税込￥30,360）

ER71316.050
スイフト48プロドライ50m
・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・￥26,200
（税込￥28,820）

ER71289.050
スイフトプロテクトプロドライ50m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・￥29,000
（税込￥31,900）

ER71270.060
カナリープロドライ60m

ER71316.060
スイフト48プロドライ60m
・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・￥29,000
（税込￥31,900）

ER71289.060
スイフトプロテクトプロドライ60m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥31,800
（税込￥34,980）

撃吸収性を上げている。
また外皮率も上げ耐摩耗性も高くしてい

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bアイスミント
（＃329）

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bアイスミント
（＃329）

●カラー／Aナイトグリーン
（#022）、Bナイトファイア
（#729）

●カラー／Aナイトグリーン
（#022）、Bナイトファイア
（#729）

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bネオングリーン
（＃499）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥30,300
（税込￥33,330）
●カラー／Aピンク
（＃242）、Bネオングリーン
（＃499）

ER71270.070
カナリープロドライ70m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥33,000
（税込￥36,300）
●カラー／Aピンク
（＃242）、Bネオングリーン
（＃499）
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Dynamic Ropes
ダイナミックロープ

EN 892

プロライン

速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

A ＃017

B ＃242

スターリングプロドライ
50m、
60m

φ8.2mm 50m /60m

Starling Pro Dry
φ8.2mm
扱いやすいロープ径、優れた操作性と耐久性がクライマーに安心
感を与える。

ER71237.050
スターリングプロドライ50m
・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・￥18,000
（税込￥19,800）
●カラー／Aナイト
（＃017）、Bピンク
（＃242）

ER71237.060
スターリングプロドライ60m
・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・￥20,800
（税込￥22,880）
●カラー／Aナイト
（＃017）、Bピンク
（＃242）

High Cut Resistance Rope
for

All Alpine Climbers!
Cut Protect

アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。

A ＃109

B ＃377

スターリングプロテクトプロドライ
50m、60m

φ8.2mm 50m /60m

Starling Protect Pro Dry
φ8.2mm
アルパインクライミングで多く遭遇する、鋭い岩角や落石などでの

ロープ切断のリスクを最小限にするために開発されたモデル。

「Cut Protect」
テクノロジー採用の新しいシース構造は操作性が
良く軽量化にも成功している。

※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、
ロープ径9.5㎜

のダイナミックロープと同等の性能を示した。

ER71318.050
スターリングプロテクトプロドライ50m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,800
（税込￥22,880）
●カラー／Aイエローナイト
（＃109）、Bアイスミントナイト
（＃377）

ER71318.060
スターリングプロテクトプロドライ60m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,400
（税込￥25,740）
●カラー／Aイエローナイト
（＃109）、Bアイスミントナイト
（＃377）

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

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

Pro Dry

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

-------------------------------------------
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MADEINGERMANY

The World’s First
PFC-free Rope!
環境にやさしい
エコドライテクノロジー
Eco Dry

PFCs（ 有機フッ素化合物）
を使用せずにプロドライ処理
に匹敵する速乾性を実現。

A ＃017

B ＃329

スキマーエコドライ
50m、60m

φ7.1mm 50m /60m

Skimmer Eco Dry
φ7.1mm
超軽量超細径ハーフロープ。
ギアの重量を切りつめるハードなアル

パインクライミングやシビアなアイスクライミングに。
エコドライ処理は

プロドライ処理と同等の性能を有するが、加工処理工程でPFCsを
100％使用しないため環境にダメージを与えない。

※対応ビレイデバイスは「
、エーデルリッド・マイクロジュル」
となります。

ER71292.050
スキマーエコドライ50m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,000
（税込￥24,200）
●カラー／Aナイト
（#017）、Bアイスミント
（#329）

ER71292.060
スキマーエコドライ60m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000
（税込￥27,500）
●カラー／Aナイト
（#017）、Bアイスミント
（#329）

Safety Assist Ropes

EN 564

MADEINGERMANY

エーデルリッド プロドライ補助ロープ
ガイドアシストプロドライ20m、30m

Thermo Shield

Pro Dry

φ8.0mm 20m /30m

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

Guide Assist Pro Dry
φ8.0mm
縦走登山、雪渓、沢歩きなどで予期せぬ悪場で後続者への安全確保に備え

るための補助ロープ。UIAA撥水加工済みでどんな条件下でも使いやすく安心
感がある。
エーデルリッドに特注した日本オリジナルロープ。

警告：ダイナミックロープではありません。
クライミングなどでの墜落の確保

には使用できません。

●ロープ径／8.0㎜ ●破断強度／14kN ●重量／42g/m

ER76036.020
ガイドアシストプロドライ20m・・・・・・・￥7,700
（税込￥8,470）
●カラー／Aレッド
（#200）、Bブルー
（#300）、Cグリーン
（#400）

ER76036.030
ガイドアシストプロドライ30m・・・・￥11,600
（税込￥12,760）
●カラー／Aレッド
（#200）、Bブルー
（#300）、Cグリーン
（#400）

A ＃200

B ＃300

Accessory Ropes
Multicord
SP
100m 巻
マルチコード

MADEINGERMANY

マルチコード

φ2mm

C ＃400

＃024

ER71490.100
マルチコード2㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥70/m
（税込￥77/m）
●サイズ／ロープ径2㎜、
長さ100m巻 ●強度／0.6kN ●重量／2g/m
●カラー／イエロー
（＃024）

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

φ3mm

＃360

ER71492.100
マルチコード3㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥80/m
（税込￥88/m）
●サイズ／ロープ径3㎜、
長さ100m巻 ●強度／2.4kN ●重量／6g/m
●カラー／ブルー
（＃360）

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

φ4mm

A ＃179

パワーロック

ER71478.100
（税込￥110/m）
パワーロック4㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・￥100/m
●サイズ／ロープ径4㎜、長さ100m巻 ●強度／4.1kN ●重量／10g/m

B ＃729

●カラー／Aブルー
（＃179）、Bレッド
（＃729）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃178

φ5mm

B ＃198

Powerloc
Expert SP
100m 巻
パワーロック

ER71479.100
パワーロック5㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・￥120/m
（税込￥132/m）
●サイズ／ロープ径5㎜、長さ100m巻 ●強度／6.0kN ●重量／15g/m
●カラー／Aブルー
（＃178）、Bグリーン
（＃198）

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

φ6mm

ER71480.100
パワーロック6㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・￥170/m
（税込￥187/m）

A ＃178

●サイズ／ロープ径6㎜、長さ100m巻 ●強度／8.8kN ●重量／25g/m

B ＃282

●カラー／Aブルー
（＃178）、Bオレンジ
（＃282）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃190

φ7mm

B ＃024

ER71481.100
パワーロック7㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・￥210/m
（税込￥231/m）
●サイズ／ロープ径7㎜、長さ100m巻 ●強度／14.0kN ●重量／32g/m
●カラー／Aブルー
（＃190）、Bゴールド
（＃024）

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

φ8mm

A ＃151

B ＃198

ER71482.100
パワーロック8㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・￥250/m
（税込￥275/m）
●サイズ／ロープ径8㎜、長さ100m巻 ●強度／16.4kN ●重量／41g/m
●カラー／Aレッド
（＃151）、Bグリーン
（＃198）
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Harnesses Super Light Series
ライトフレームコンストラクション
この構造はハーネス全体に配されたダイニーマ製エッ

ジバインディングにより、軽量化しながらもフォール時

などの身体にかかる荷重を効率的に分散、吸収がで

きるように設計されています。
また、
メッシュ素材などと
組み合わせることで重量を増やさずに高い快適性と
通気性を実現しています（
。プリズマ、
プリズマガイド）

スライドブロック
（SB）
バックル

エッジバインディング

軽量で強いビレイループ&タイインポイント

High-end Series

ウエストベルトに採用された小型で軽量なバックルで
す。
サイズ調節がスムーズに行えます。

（プリズマ、
プリズマガイド）

ビレイループは中芯にダイニーマ、
それをポリアミドで

エーデルリッドの革新的
ハイエンドハーネス

カバーしていて、
軽量化と高い耐久性、
柔軟性を実現

3Dベントライトテクノロジー

ミド混紡製で高耐久です（
。プリズマ、
プリズマガイド）

このテクノロジーはウエストベルトとレグループに高

しています。
タイインポイントカバーはダイニーマ／ポリア

強度を誇るHDPE（高密度ポリエチレン）製ウェビ

ングテープを組み込むことで、
パッド部の面積や厚

みを増やすことなく衝撃荷重をハーネス全体に分

散させることができます。
また薄くしなやかなパッド

は動きへの追従性の良さと高い快適性、
コンパク

プリズマ

トなパッキングサイズを実現しました。
ボディに熱と

プリズマガイド

汗を逃がすことのできるモノフィラメント糸を採用す

ることで通気性も良好です。
（エースⅡ）

衝撃荷重をハーネス
全体に分散する。

EN 12277

背面

HDPEウェビングテープ

軽量で強いビレイループ&タイインポイント

背面

ビレイループは中芯にダイニーマ、
それをポリアミ
ドで

Prisma

超軽量 S 168g

Prisma Guide

超軽量 S 136g

ER74914
プリズマ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥10,500
（税込￥11,550）

ER74915
プリズマガイド・・・・・・・・・・・￥11,200
（税込￥12,320）

超軽量スポーツクライミング向けハーネス。
ライトフレームコンストラ

プリズマのアルパインハーネスバージョン。各部のパッドを省くこ

クションを採用することで、各部にパッドを内蔵しながらも軽量化に

とで、圧倒的な軽さとコンパクトなパッキングサイズを実現した。

ーのムーブを妨げない。
ボルダーセクションの多いルートや登攀距離

ダーにより多くのギアを携行でき整理も容易。
レグループは2サイズ

成功した。追従性に優れたしなやかなボディと極限の軽さがクライマ

の長いルート、
インドアコンペティションでその真価を発揮する。
ギア

●適合サイズ

●適合サイズ

10

スライドブロック
（SB）
バックル

の調節が可能。
またアジャスト部を開放することでスキーやクラン

ポンを外さずハーネスを装着できる。

Size
XS
S
M
Waist cm 64-79 71-86 78-93
Leg cm 51-54 51-54 59-62

現しています。
タイインポイントカバーはダイニーマ／

ポリアミ
ド混紡製で高耐久です（
。エースⅡ）

ウエストベルト全体に配置されたギアループと4つのスクリューホル

ループとスクリューホルダー取り付け用スロットが用意されている。
●サイズ／XS、S、
M ●重量／168g（S）

カバーしていて、
軽量化と高い耐久性、
柔軟性を実

●サイズ／S、M ●重量／136g（S）

Size
S
M
Waist cm 71-86 78-93
Leg cm 51-57 59-65

ウエストベルトに採用された小型で軽量なバックルで
す。
サイズ調節がスムーズに行えます（
。エースⅡ）

Light-weight All-round Series
ソフトフレームコンストラクション
この構造はウエストベルトのパッド内に2本の衝撃吸収

用ウェビングテープを縫いこんでいます。
これによりウエ

ストベルトのパッド全体に荷重が分散され、
サポート性と
快適性が高くなり、
通気性も向上します。
また、
厚いパッド

が不要になるため、
軽量化や高いフィット感、
コンパクト

なパッキングサイズが実現しました（
。シラナ、
センデロ）
Climber: Svana Bjarnason Locatio n: Cortina（Italy）
Photographer: Schreiber Pötter

スライドブロック
（SB）
バックル

摩耗インジケーター

ウエストベルトとレグループに採用された小型で軽量

ビレイループとタイインポイントプロテクターには赤い

EN 12277

なバックルです。
サイズ調節がスムーズに行えます。

糸が縫いこまれていて、
摩耗が進むとこの糸が見えて

（シラナ、
センデロ ※シラナはウエストベルトのみ）

交換時期を知らせます。
（シラナ、
センデロ）

エースⅡ

シラナ

センデロ

EN 12277
背面

背面

New

軽量 S 281g

Ace Ⅱ

背面

軽量 S 266g

軽量 S 315g

Sirana

Sendero

軽量オールラウンドクライミングハーネス。3Dベントライトテクノロジー

ER74329
シラナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,800
（税込￥10,780）

ER74327
センデロ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥11,200
（税込￥12,320）

の追従性や快適性を高める。
またボディ内部の衝撃吸収ウェビング

やかでフラットな形状のボディにより、抜群の快適性とサポート性、

フトフレームコンストラクションにより、快適性、
サポート性、通気性を

クライミングやアイスクライミングでクライマーのパフォーマンスをサ

ループ（※XSサイズは4つ）
は多くのギアを携行可能で整理もしや

するシーズンを選ばずに高いフィット感を得ることができる。

●サイズ／XS、S、M ●重量／266g（S）

リューホルダー取り付け用スロットも2つ用意されている。

ER74911
エースⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・￥14,000
（税込￥15,400）
採用の薄くしなやかなボディはフィット感が良く、
クライマーの動きへ

テープにより身体にかかる負荷を最小限に抑える。
ハードなスポーツ
ポートする。4つのギアループと2つのスクリューホルダー取り付け用

スロットが用意されている。

●サイズ／XS、S、M ●重量／281g（S）
●適合サイズ

Size
XS
S
M
Waist cm 64-79 71-86 78-93
Leg cm 51-54 51-54 59-62

軽量オールラウンドハーネス。
ソフトフレームコンストラクションのしな
通 気 性を実 現し、様々なクライミングに対 応する。5つのギア

すい。
スクリューホルダー取り付け用スロットも2つ用意されている。
●適合サイズ

Size
XS
S
M
Waist cm 61-75 70-85 75-90
Leg cm 45-53 50-58 56-64

様々なクライミングシーンに対応する軽量オールラウンドハーネス。
ソ
高レベルで実現。
さらに調節可能なレグループにより、体形や使用

5つのギアループは多くのギアを携行可能で整理もしやすい。
スク
●サイズ／S、M ●重量／315g（S）
●適合サイズ

Size
S
M
Waist cm 70-85 75-90
Leg cm 47-57 52-62
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Harnesses Standard Series

EN 12277

この構造の最もユニークな特徴は、
ウエストベルトのパッド

部が可動式ということです。全てのウエストサイズに対して

「ウエストパッド」
と
「ギアループ」
を常に適切な位置（ビレイ
ループに対して左右均等）
に調節することができます。

（ジャイⅢ、
ジャインⅢ、
フィンⅢ）

フレームコンストラクション2.0

衝撃吸収ウェビングテープ

レグループのパッド内部に衝撃吸収のためのウェビング
テープが縫いこまれています。
これにより、
フォール時や
長時間のハングドッグの際の身体にかかる負荷

を軽減します（
。ジャイⅢ、
ジャインⅢ）

レグループ展開図

スライドブロック
（SB）
バックル

摩耗インジケーター

ウエストベルトと

ビレイループとタイインポ

レグループに採

イントプロテクターには

用された小型で

赤い糸が縫いこまれて

軽量なバックル

いて、摩耗が進むとこの

です。サイズ 調

糸が見えて交換時期を

節がスムーズに

知らせます。
（ジャイⅢ、

行えます（
。ジャイⅢ、
ジャインⅢ、
フィンⅢ）

ジャインⅢ、
フィンⅢ）

ジャイⅢ

ジャイン Ⅲ

A

A

B
B

XS 360g

S 368g

Jay Ⅲ

Jayne Ⅲ

ER74325
ジャイⅢ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,800
（税込￥9,680）

ER74326
ジャイン Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,800
（税込￥9,680）

オールラウンドモデル。
「センターフィットコンストラクション」
と
「フレー

女性の体形に合わせてデザインされたオールラウンドモデル。基本

ムコンストラクション2.0」、
「SBバックル」
を採用することにより抜群

のフィット感と素晴らしい快適性を実現する。
また、
ビレイループとタ

イインポイントプロテクターには、
ダイニーマとポリエステルを組み合
わせた非常に頑丈な素材が使われており、摩耗に対応する。
●サイズ／S、M

●重量／368g（S）

●カラー／Aインクブルー、
Bグリーンペッパー

12

●適合サイズ

Size
S
M
Waist cm 63-83 70-90
Leg cm 45-55 50-60

Women

構造はジャイⅢと同じなので、
どんなシーンでも使いやすく、抜群のフ

ィット感と快適性を実現している。
また、
ビレイループとタイインポイン

トプロテクターには、
ダイニーマとポリエステルを組み合わせた非常
に頑丈な素材が使われており、摩耗に対応する。
●サイズ／XS、S

●重量／360g
（XS）
●カラー／

Aグラニータ、Bミント

●適合サイズ

Size
XS
S
Waist cm 58-78 62-83
Leg cm 45-55 47-57

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

センターフィットコンストラクション

Kid’s Harnesses
子供用ハーネス

XXS

フィンⅢ

XXS 270g

XS

Finn Ⅲ
ER74333
フィン Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・￥7,400
（税込￥8,140）
子供用ハーネス。
「センターフィットコンストラクション」により

身体の成長に合わせて最適なフィッティングが可能になり、
高い安全性と快適性を実現する。収納ケースは子供が背負

えるナップザックタイプになっている。

●サイズ
（カラー）/XXS
（アイスミント）、XS（オアシス ）
●重量/270g（XXS）
●適合サイズ

Size
XXS XS
Waist cm 40-60 50-70
Leg cm 30-40 35-45

フラーグルⅢ

271g

Fraggle Ⅲ
ER74908
フラーグル Ⅲ・・・・・・・・・・￥8,800
（税込￥9,680）
キッズ用フルボディハーネス。
体重40kgまで使用可能。
パッド内蔵

で快適性が高い。
フィッティングが容易で調節範囲も広いので子
供の成長に合わせたサイズ調節が可能。
フィッティングの良さは高

い安全性につながる。

●サイズ
（カラー）
／XXS（アイスミント）
●重量／271g

●適合サイズ／チェストサイズ：45 -55㎝、
レグサイズ：37㎝まで

Helmets

EN 12492

超軽量ハイブリッドヘルメット
Salathe Lite / Salathe
「Curv ® 」
マテリアルはとても軽量ですが

＜サラテライ
ト／サラテ 共通仕様＞

優れた復元力と高い衝撃耐性を併せ持

●超軽量EPP
（発泡ポリプロピレン）
フォームの本体は、

は薄い紐
つ革新的素材です。
「Curv ® 」

サラテライト

超軽量

優れた衝撃吸収性と高い形状安定性を実現。
●調節式のヘッドストラップとチンストラップにより確

地状にし、
その生地を何層にも折り重ね

ることで作られます。

New

実なフィッティングを可能にする。

状にしたポリプロピレンを編み上げて生

187g
背面

ER72057
サラテライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,000
（税込￥17,600）

●複数の大型ベンチレーターを備える。
●スキーゴーグルが取り付けやすいデザイン。後部の

クライミング、
マウンテニアリング用超軽量ハイブリッドヘルメット。
ボディ形状はサラテと同じだが、頭頂部のアウターシェルに革新的な素材

を採用することで、強度を損なうことなく飛躍的な軽量化を実現した。本体にも衝撃に強いEPP素材を採用し頭部の保護性能を高
「Curv ® 」

エラスティックストラップはゴーグルなどの幅広バン

めている。
ヘルメット収納バッグ付属。

ドに対応。

●素材／シェル：Curv ®（ポリプロピレン）、本体：EPP（発泡ポリプロピレン）●重量／187g（サイズ2）●サイズ／2（ 頭囲52-62㎝）

●カラー／アイスミント

●着脱式のインナーパッドは洗うことができる。

サラテ

軽量

ER72048
サラテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,600
（税込￥14,960）

背面

217g

クライミング、
マウンテニアリング用軽量ハイブリッドヘルメット。
アウ
ターシェルに衝撃に強いABS樹脂を採用し落石などに対応。
ここに

軽量EPP素材の本体を組み合わせることで、高い 安全性と軽量化

を実現した。
ヘルメット収納バッグが付属する。

A

●素材／シェル：ABS樹脂、
本体：EPP（発泡ポリプロピレン）

B

●重量／217g（サイズ2）●サイズ／2（頭囲52-62㎝）
●カラー／Aオアシス、
Bスノー

New
Color

A

New
Color

C

Shield Ⅱ

New
Color

シールドⅡ

軽量

ER72036
シールドⅡ・・・・・・・・・・・・・・・￥11,700
（税込￥12,870）

274g

軽さと抜群のフィット感で快適性に優れるインモールドヘルメット。大

きな通気穴が内部の熱と蒸れを逃がす。

●素材／シェル：ポリカーボネート、
インナー：EPS（発泡ポリス

D

チレン）●重量／274g（サイズ2）●サイズ／2（頭囲52-62㎝）
●カラー／Aペトロールスノー、
Bナイト、
Cオアシススノー、
Dグラニータ

B

A

B

ゾーディアク

C

359g

Zodiac
ER72037
ゾーディアク

・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,000
（税込￥8,800）
軽量オールラウンドハイブリッドヘルメット。
アウターシェルは衝撃に

強いABS樹脂を採用。
ポリスチレンフォームの インナーシェルは優

れた衝撃吸収性能を発揮する。

●素材／シェル：ABS樹脂 、
インナー：EPS
（発泡ポリス チレン）
●重
量／359g ●サイズ／フリー
（頭囲54-62㎝）●カラー／Aホワイト、
B

グリーン、
Cオレンジ、
Dブルー、
Eレッド

D

E

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

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

Kid’s Shield Ⅱ

キッズモデル

A
B

ER72045
キッズシールドⅡ
・・・・・・・・￥8,300
（税込￥9,130）
子供用の軽量ヘルメット。
インモールドタイプ。
●素材／シェル：ポリカーボネート､インナー：EPS

●重量／248g ●サイズ／頭囲48-56㎝

●カラー／Aオレンジ×グリーン、
Bジェイド×ペトロール
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Slings
MADEINGERMANY

8mm
使用長 30/60/90/120/180/240cm

テープ幅

EN 566

グリーン

ブラック

ブルー

ダイニーマスリング

ER71568.030
ダイニーマスリング8/30・・・￥1,100
（税込￥1,210）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長30㎝ ●強度／22kN

●カラー／ブラック

ER 71568.060
ダイニーマスリング8/60・・・￥1,460
（税込￥1,606）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長60㎝ ●強度／22kN

●カラー／グリーン

ER 71568.090
ダイニーマスリング8/90・・・￥1,800
（税込￥1,980）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長90㎝ ●強度／22kN
●カラー／ブラック

ER 71568.120
ダイニーマスリング8/120・・・￥2,260
（税込￥2,486）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長120㎝ ●強度／22kN
●カラー／ブルー

ER 71568.180
ダイニーマスリング8/180・・・￥3,000
（税込￥3,300）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長180㎝ ●強度／22kN
●カラー／グリーン

ER 71568.240
ダイニーマスリング8/240・・・￥3,500
（税込￥3,850）
●サイズ／テープ幅8㎜、使用長240㎝ ●強度／22kN
●カラー／ブラック

14

Tech Web Sling
堅牢な薄織り
テックウェブスリング
エーデルリッドが他社に先がけて
作ったテックウェブスリングは、

とても薄織りで丈夫です。
ダイニーマを中芯に用い

表面シースには熱や曲げ

に強いポリアミドを
採用しています。

12mm
使用長 60/90/120/180/240cm

テープ幅

EN 566

グリーン

ブラック

ブルー

テックウェブスリング

ER71566.060
テックウェブスリング12/60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,460
（税込￥1,606）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長60㎝ ●強度／22kN
●カラー／グリーン

ER71566.090
テックウェブスリング12/90

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長90㎝ ●強度／22kN
●カラー／ブラック

ER71566.120
テックウェブスリング12/120
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,260
（税込￥2,486）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長120㎝ ●強度／22kN

●カラー／ブルー

ER71566.180
テックウェブスリング12/180
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,900
（税込￥3,190）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長180㎝ ●強度／22kN
●カラー／グリーン

ER71566.240
テックウェブスリング12/240
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長240㎝ ●強度／22kN

●カラー／ブラック

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

ダイニーマスリング

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

Dyneema® Sling

Climber: Tommy Caldwell

Tubular Sling
ポリアミド製チューブラースリング
テープ幅

16mm

使用長

60/90/120cm
EN 566

チューブラー
スリング
16/60

ER71565.060
チューブラースリング16/60・・・￥800
（税込￥880）
●サイズ／テープ幅16㎜、使用長60㎝ ●強度／22kN
●カラー／グレー×オアシス

チューブラー
スリング
16/90

ER 71565.090
チューブラースリング16/90

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥950
（税込￥1,045）
●サイズ／テープ幅16㎜、使用長90㎝ ●強度／22kN
●カラー／グレー×ブラック

チューブラー
スリング
16/120

ER71565.120
チューブラースリング16/120
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
（税込￥1,210）
●サイズ／テープ幅16㎜、使用長120㎝ ●強度／22kN
●カラー／グレー×アイスミント

EN 566

優れた耐熱耐摩耗性能を持つ高強度アラミド繊維製の

コードロープスリング
コード径

φ6mm

使用長

30/40/60/90/120cm

アラミド
コードスリング60
グリーン

MADEINGERMANY

アラミド
コードスリング40、120
アイスミント

アラミド
コードスリング30、90
ブラック

ER71757.030
アラミドコードスリング30・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）

プルージックなどのフリクションヒッチに好適。

●サイズ／コード径6㎜、使用長30㎝ ●強度／22kN ●カラー／ブラック

ER71757.040
アラミドコードスリング40・・・・・・・・・・・￥1,760
（税込￥1,936）

プルージックなどのフリクションヒッチや支点構築に適する。

●サイズ／コード径6㎜、使用長40㎝ ●強度／22kN ●カラー／アイスミント

ER71757.060
アラミドコードスリング60・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
ナチュラルアンカーでの支点構築や、
スリングの擦れが考えられるポイントでの

アラミドコード
スリング

使用例

使用に適する。

●サイズ／コード径6㎜、使用長60㎝ ●強度／22kN ●カラー／グリーン

ER71757.090
アラミドコードスリング90・・・・・・・・・・・￥2,320
（税込￥2,552）
ナチュラルアンカーでの支点構築や、
スリングの擦れが考えられるポイントでの
使用に適する。

●サイズ／コード径6㎜、使用長90㎝ ●強度／22kN ●カラー／ブラック

ER71757.120
アラミドコードスリング120・・・・・・・・・・￥2,740
（税込￥3,014）
ナチュラルアンカーでの支点構築や、
スリングの擦れが考えられるポイントでの
使用に適する。

●サイズ／コード径6㎜、
使用長120㎝ ●強度／22kN ●カラー／アイスミント
注／カラビナは使用例です。商品には付属していません。

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

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

70cm 107g

MADEINGERMANY

全長

Absorber Sling
ER71540
アブソーバースリング

EN 355

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,000
（税込￥5,500）
ショックアブソーバー付きセルフビレイスリング。

●サイズ／長さ70㎝ ●重量／107g ●ショックアブソーバーの限界衝撃強度／6kN
●アブソーバー開放後の破断強度／15kN ●カラー／ブラック
※墜落制止用器具の規格に適合しています。

詳しくは
「MAGIC MOUNTAIN WORK GEAR」
カタログにてご確認ください。

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

Aramid Cord Sling

Quickdraw Slings

EN 566

MADEINGERMANY
ER73910.014
ＨMPEクイックドロー
15/22-14
・・・・・・・・￥1,160
（税込￥1,276）
●サイズ／幅（両端15㎜、
中央22㎜）、長さ14㎝

●素材／超高分子量

ポリエチレン

●強度／30kN

●カラー／スノー

ＨMPE
クイックドロー
15/22-14

ER73905.016
アンバサダーロゴスリング
15/22-16
・・・・・・・・・・・・￥880
（税込￥968）
●サイズ／幅（両端15㎜、
中央22㎜）、長さ16㎝
●素材／ポリアミド
●強度／22kN

アンバサダー
ロゴスリング
15/22-16

●カラー／ネオングリーン

ナイロンクイックドロー
15/22-12

ナイロン
クイックドロー
15/22-18

ER73902.012
ナイロンクイックドロー15/22-12・・・・・・・・￥740
（税込￥814）
●サイズ／幅（両端15㎜、中央22㎜）、長さ12㎝ ●強度／22kN
●カラー／オアシス

ER73902.018
ナイロンクイックドロー15/22-18
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥840
（税込￥924）
●サイズ／幅（両端15㎜、中央22㎜）、長さ18㎝
●強度／22kN ●カラー／ブラック

ダイニーマ
ドロー11/10
ダイニーマ
ドロー11/18

ER71725.010
ダイニーマドロー11/10・・・・・・・・・・・・・・・・￥730
（税込￥803）
●サイズ／幅11㎜、長さ10㎝ ●強度／22kN ●カラー／グリーン

ER71725.018
ダイニーマドロー11/18・・・・・・・・・・・・・・・・￥800
（税込￥880）
●サイズ／幅11㎜、長さ18㎝ ●強度／22kN ●カラー／ブラック
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Carabiners & Quickdraws

EN 12275

Mission Series
ミッション・カラビナ

ゲート
開口幅

ミッション
ストレート

ソリッドゲートタイプでは最軽量を誇る。

ミッション
ベント

23㎜

ロープ接触面が広くなっており、
ロープへ

のダメージを抑えながらカラビナ自体の
耐久性も上げている。

タテ径

A

29g

ゲート
開口幅

90mm

B

29g

21㎜

キーロックシステム

ER73753
ミッションストレート・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）

ER73754
ミッションベント・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）

ER73758
ミッション・6パックⅡ・・・・・・・・・￥8,900
（税込￥9,790）

●強度／20─7─7kN ●重さ／29g ●タテ径／90㎜

●強度／20─7─7kN ●重さ／29g ●タテ径／90㎜

ミッションベントカラビナ6個セット。6色の異なるカラーがパッケージ

●カラー／シルバー

●カラー／Aオアシス、Bアイスミント

されている。
クラッククライミングなどに好適。

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

Bulletproof Series
ステンレス
補強
プレート

ブレットプルーフ・カラビナ

ブレット
プルーフ
ストレートⅡ

ブレット
プルーフ
ベントⅡ

ゲート
開口幅

24㎜

ハンガーやロープとの摩擦が生じる部

ブレット
プルーフ
スクリューⅡ

ゲート
開口幅

20㎜

分をステンレスパーツでカバーするこ

とにより、
カラビナの摩耗を軽減する。
タテ径

100mm

A
ゲート
開口幅

キーロックシステム

55g

B

55g

60g

21㎜

ER73809
ブレットプルーフストレートⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）

ER73810
ブレットプルーフベントⅡ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）

ER73811
ブレットプルーフスクリューⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,600
（税込￥2,860）

●強度／27─10─8kN ●重さ／55g ●タテ径／100㎜

●強度／27─10─8kN ●重さ／55g ●タテ径／100㎜

●強度／27─10─8kN ●重さ／60g ●タテ径／100㎜

●カラー／グレー

ピュア・カラビナ

ピュア
ストレートⅡ

タテ径

100mm

キーロックシステム

ピュア
ベントⅡ

39g

A

39g

A

B

B

ゲート
開口幅

ゲート
開口幅

ER73795
ピュアストレートⅡ・・・・・・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）

ER73796
ピュアベントⅡ・・・・・・・・・・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）

●強度／23─8─8kN ●重さ／39g ●タテ径／100㎜

●強度／23─8─8kN ●重さ／39g ●タテ径／100㎜

20㎜

●カラー／Aアイスミント、Bシルバー

23㎜

●カラー／Aオアシス、Bシルバー
ピュアスライダーⅡ

ピュア
スクリューⅡ

A

43g
ゲート
開口幅

B

17㎜

ER73797
（税込￥1,936）
ピュアスクリューⅡ・・・・・・・・・￥1,760
●強度／23─8─8kN ●重さ／43g ●タテ径／100㎜
●カラー／Aオアシス、Bシルバー
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スライド
ロック式
ゲート
ストッパー

43g

ゲート開口幅17㎜

ER73804
ピュアスライダーⅡ・・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）
ゲート部にスライドロック式のストッパーが付いている。

●強度／23─8─8kN ●重さ／43g ●タテ径／100㎜
●カラー／グレー

●カラー／Aオアシス、Bアイスミント

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

Pure Series

●カラー／オアシス

Bulletproof Set

ブレット
プルーフ
セットⅡ18
ブレット
プルーフ
セットⅡ12

Sling

Sling

22mm /12cm

22mm /18cm

118g

124g

ER73808.12
ブレットプルーフセットⅡ12・・・・・・￥4,300
（税込￥4,730）
ブレットストレート（ステンレスカバー無し）＋ブレットプルーフベントⅡ

（オアシス）
のセッ
ト。
ナイロンクイックドロー15/22（22㎜×12㎝）
付き。
●重さ／118g ●カラー／オアシス

ER73808.18
ブレットプルーフセットⅡ18・・・・・・￥4,300
（税込￥4,730）
ブレットストレート（ステンレスカバー無し）＋ブレットプルーフベントⅡ

（オアシス）
のセッ
ト。
ナイロンクイックドロー15/22（22㎜×18㎝）
付き。
●重さ／124g ●カラー／ブラック

Kiwi Series

キーウィ・カラビナ

タテ径

100mm

キーロックシステム

ゲート
開口幅

23㎜

A

21㎜

21㎜

B

キーウィ

ゲート
開口幅

ゲート
開口幅

C

A

スライドロック式
ゲートストッパー

56g

B

キーウィスライダー

C

59g

ER73756
キーウィ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）

ER73755
キーウィスライダー・・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）

小型で軽量なオーバルカラビナ。
プーリーやアセンダー、幅の広いス

キーウィのスライドロック式ゲートストッパー仕様。

リングなどの接続に好適。
キーロックシステムによりギアの接続がス
ムーズ。

●強度／23 ─13 ─8kN ●重さ／56g ●タテ径／100mm

80mm

A

B

ゲート
開口幅

19㎜

超小型軽量

19g

ER73802
ナインティーンGⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,480
（税込￥1,628）
超小型軽量クライミングカラビナ。特殊な硬化処理で強化されたジュラルミ

ンを採用している。

●強度／20─7─7kN ●重さ／19g ●タテ径／80㎜
●カラー／Aアイスミント、Bグレー

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

タテ径

Oval Power 2500

ミッションストレート+ミッションベントの
セット。HMPEクイックドロー15/22

（22㎜×14㎝）付き。

Sling

22mm /14cm

●重さ／71g

●カラー／シルバー×アイスミント

ミッションセットⅡ14

超軽量

71g

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

ER73752.14
ミッションセットⅡ14
・・・・・・￥3,900
（税込￥4,290）

●強度／23─13─8kN ●重さ／60g ●タテ径／100㎜
●カラー／アントラサイト

Series

タテ径

110mm

キーロックシステム

New
ER85203
オーバルパワー2500パーマロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,500
（税込￥3,850）
ロッキングスリーブにロック機構を追加した
「パーマロック」

システムにより、不用意にスリーブが回らないようになり

73g

安全性を高めている。
プーリーやアッセンダー、
リギング

プレートなどの接続、アンカーポイントでの支点構築に

好適。操作性の良いスムーズなオーバル形状とキーロッ

クシステム採用。

A

ゲート
開口幅

21㎜
B

●強度／25 ─9─7kN ●重さ／73g

●タテ径／110mm●カラー／Aシルバー、Bナイト

オーバルパワー
2500スクリュ ーⅡ

ゲート
開口幅

71g

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

Mission SetⅡ

キーウィのスクリューロック仕様。

ー／Aオアシス、Bアイスミント、Cナイト

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

Nineteen G Series

ER73765
キーウィスクリュー・・・・・・・・・￥2,600
（税込￥2,860）

●強度／23 ─13 ─8kN●重さ／59g ●タテ径／100mm●カラ

●カラー／Aオアシス、Bアイスミント、Cナイト

60g

キーウィスクリュー

21㎜

A

B

C

ER85204
オーバルパワー2500スクリューⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
プーリーやアセンダー系のロープクランプ、
リギングプレートなどの接続に好適。
アンカーポイントでの支点構築にも使いやすい。
スムーズなオーバル形状とキーロックシステムにより操作性が良い。

●強度／25 ─9─7kN ●重さ／71g ●タテ径／110mm●カラー／Aシルバー、Bオアシス、Cナイト

オーバルパワー
2500トリプ ルⅡ

ゲート
開口幅

76g

21㎜

A

B

C

ER85205
オーバルパワー2500トリプルⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,300
（税込￥2,530）
オートロック仕様の3段階式ゲートオープンタイプ。

●強度／25 ─9─7kN●重さ／76g ●タテ径／110mm●カラー／Aシルバー、Bアイスミント、Cナイト
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Carabiners
HMS Bulletproof
Belay FG Eco

HMS Bullet
Permalock

New

HMSブレットプルーフビレイ・カラビナ
タテ径

117mm

Axiom Series

New

タテ径

110mm

タテ径

キーロックシステム

100mm

プーリー効率／86％

アクシオム

アクシオム
スライダー

66g

68g
ゲート
開口幅

ステンレス
補強
プレート

New

プーリー機能を組み込んだ軽量カラビナ

HMSブレット・カラビナ

キーロックシステム

スライド
ロック式
ゲート
ストッパー

EN 12275

15㎜

ゲート
開口幅

ゲート
開口幅

15㎜

24㎜
A

ゲート
開口幅

27㎜

スライド
ロック式
ゲート
ストッパー

B

ER88271
アクシオム・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,200
（税込￥4,620）

87g

ER73757
HMSブレットプルーフビレイFGエコ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,600
（税込￥5,060）

ボディに組み込まれたプーリーがクライミング時や荷揚げなどでの

75g

ロープの流れをスムーズにする。
ゲートはプーリー側が開くためロープ

ER73760
HMSブレットパーマロック

セットが容易。小型で軽量なため携行もしやすい。

ロッキングスリーブにロック機構を追加した
「パーマロック」
システム

ER88272
アクシオムスライダー・・・・・・・￥5,600
（税込￥6,160）

スライドロック式ゲートストッパー仕様の細身で操作しやすいビレイ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,500
（税込￥3,850）

ビレイ中のカラビナの回転を確実に防ぎ、最適なポジションをキープ

採用。
ビレイ時などのロープの接触によるスリーブの回転を防ぎ

用カラビナ。上側からしか開かないアンチツイストワイヤーバーにより

する。
エコシリーズのカラビナは、
アルマイト処理の代わりに環境に

ダメージを与えない新技術での最終処理を施している。

予期せぬロック解除が起こらない。

●強度／26─10─9（kN）●重さ／75g ●タテ径／110㎜
●カラー／Aシルバー、Bナイト

●強度／20─8─7（kN）●重さ／87g ●タテ径／117㎜
●カラー／エコ

●強度／22─7─8（kN）●重さ／66g ●タテ径／100㎜
●カラー／アイスミント

「アクシオム」
のスライドロック式ゲートストッパーバージョン。
●強度／22─7─8（kN）●重さ／68g ●タテ径／100㎜
●カラー／オアシス

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

HMS
Bulletproof
Series

24㎜

110mm

ステンレス
補強
プレート

ゲート
開口幅

ゲート
開口幅

HMSブレットプルーフ・カラビナ
タテ径

ステンレス
補強
プレート

ステンレス
補強
プレート

84g

24㎜

ゲート
開口幅

91g

24㎜

82g

キーロックシステム
ER73812
HMSブレットプルーフスクリュ ーⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,100
（税込￥3,410）
スクリューロック仕様。摩耗を防ぐステンレス補強プレート付き。
●強度／25─9─9（kN）●重さ／82g ●タテ径／110㎜

ER73813
HMSブレットプルーフスクリューF GⅡ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3,400
（税込￥3,740）

ER73815
HMSブレットプルーフトリプルF GⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,200
（税込￥4,620）

スクリューロック仕様。
アンチツイストワイヤーバー、
ステンレス補強

オートロック仕様の3段階式ゲートオープンタイプ。アンチツイストワイ

●タテ径／110㎜ ●カラー／オアシス

●重さ／91g ●タテ径／110㎜ ●カラー／アイスミント

プレート付き。
●強度／25─9─9（kN）●重さ／84g

●カラー／グレー

ヤーバー、
ステンレス補強プレート付き。
●強度／25─9─9
（kN）

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

HMS
Strike Series

New
ゲート
開口幅

21㎜

HMSストライク・カラビナ
タテ径

98mm

キーロックシステム

スライドロック式
ゲートストッパー

62g

ER73772
HMSストライクFGⅡ ・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）

ゲート
開口幅

24㎜

55g

スライドロック式
ゲートストッパー

ゲート
開口幅

24㎜

57g

スクリューロック仕様で、
アンチツイストワイヤーバー付き。

ER73771
HMSストライクスライダーⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

ER73774
HMSストライクスライダーFGⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）

●カラー／シルバー

スライドロック式ゲートストッパー仕様。

●強度／22─8─7（kN）●重さ／55g ●タテ径／98㎜

スライドロック式ゲートストッパー仕様。
アンチツイストワイヤーバー付き。

●カラー／グレー

●カラー／オアシス

●強度／22─8─7（kN）●重さ／62g ●タテ径／98㎜
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●強度／22─8─7
（kN）●重さ／57g●タテ径／98㎜

Belay Devices

EN 15151-2

チューブ型ビレイデバイスの機能とブレーキアシスト機能を
兼ね備えた革新的なビレイデバイス

GIGA JUL

ギガジュル・
ブレーキアシストモード

ギガジュル・

マニュアルモード

ギガジュル

ER73742
ギガジュル・・・・・・・・・￥9,100
（税込￥10,010）
モード変換スライダーを動かすことで、
ブレーキアシストモー

ドとマニュアルモード
（チューバーモード）
を任意に切り換え
ることができる。
これにより全てのシーンにおいて最適な使

用方法を選択可能。
セカンドビレイ、懸垂下降もスムーズに

行うことができる。
ボディはアルミとステンレススチールのハ

イブリッド仕 様。

ギガジュル

●重さ／121g

121g
-------------------------------------------

モード
ブレーキアシスト
マニュアル

ロープタイプ

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

●適応ロープ径
適応ロープ径（mm）
φ8.6〜10.0

こちらの2次元コードから
ギガジュル詳細ページへアクセスできます。

φ7.9〜9.2
φ8.6〜10.0
φ8.6〜9.0

メガジュル

65g

メガジュル
ビレイキットBP

149g
MADE
INGERMANY

ER71784
メガジュル・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,200
（税込￥5,720）

ER73734
メガジュルビレイキットBP

ブレーキアシスト機能がより安全なビレイを実現する。
ステンレス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,000
（税込￥8,800）

対応する。
●重さ／65g●適応ロープ径／φ7.8〜10.5
（㎜）

●重さ／149g
のセット。

スチール製。軽量で耐久性がある。
セカンドビレイ、懸垂下降にも

メガジュルとHMSブレットプルーフスクリューFGⅡ
（HMSカラビナ）

ジュル2

105g

MADE
INGERMANY
MADE
INGERMANY

マイクロジュル

62g

ER71832
ジュル2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,800
（税込￥5,280）

ER71764
マイクロジュル・・・・・・・・・・・・・￥5,200
（税込￥5,720）

シングルロープ用のブレーキアシスト機能付きビレイデバイス。
ロープ

ブレーキアシスト機能を備えた細径ロープ専用ビレイデバイス。
超軽量

スチール製。●重さ／105g ●適応ロープ径／φ8.9〜11.0（㎜）

／ダブルロープ：φ6.9〜8.0
（㎜）
、
シングルロープ：φ6.9〜8.9
（㎜）

の繰り出しがスムーズでスポーツクライミングに最適。
ステンレス

360g

ER75214
エディー・・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,000
（税込￥19,800）
スポーツクライミング用ブレーキアシスト機能付きビレイデバイス。

レバー操作はシンプルで安全性が高い。
パニック防止機能付き。
●重さ／360g ●適応ロープ径／φ9.0〜11.0（㎜）

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

仕様。
セカンドビレイ、
懸垂下降も可能。
●重さ／62g●適応ロープ径

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

MADE
INGERMANY

EN 15151-1

Figure of 8 Descender
超小型軽量エイト環ディセンダー

EN 15151-2

38g

Mago 8
ER73744
マゴ8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,400
（税込￥2,640）
細径ロープ用超小型軽量エイト環ディセンダー。小型ながら複数の

フリクションモードを選択可能。

※ロープの太さによっては、
いくつかのフリクションモードが使用でき

なくなる場合があります。事前に使用するロープとの適合性をご確
認ください。

●重さ／38g ●タテ径／106㎜

●適応ロープ径／φ6.0〜9.5（㎜）

こちらの2次元コードから
マゴ8の取扱説明書へアクセスできます。
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Climbing Gear & Accessories
オーム

MADEINGERMANY

クライマーがフォールした際のロープフリクションを増加させる
革新的なブレーキアシストレジスター

オーム本体のみ

340g

●クライマーがフォールした際の制動コントロールが
容易になる。

●体重が重いクライマーのロワーダウンを簡単に行
うことができる。

●オーム使用中でもロープの流れが悪くなることは
ない。

●オームは必ず1本目のプロテクションに設置する

ので、
リードクライマーが1本目のプロテクションで

フ ォールした際のグランドフォールの危険性が少
なくなる。

●体重差10〜40kgまで対応

●ビレイヤー体重40kg以上対象
●適応ロープ径8.9〜11.0㎜
（シングルロープのみ）

ER72070
オーム・・・・・・・・・・・・・・￥16,000
（税込￥17,600）

スラッシュカラビナ+
10㎝クイックドロー+
8㎜マイヨン付属

ビレイヤーとリードクライマーの体重差が大きい状況でリード

クライマーが落下した際に、
ビレイヤーが吊り上げられクライ
マーや壁に衝突するなどの事故を回避するために開発され

たデバイス。

●スラッシュカラビナ+10㎝クイックドロー+8㎜マイヨン付属
●強度／15kN ●重さ／340g（本体のみ）

●カラー／オアシス

マルチピッチクライミング用
ロープバッグ・ティリット

ビレイ解除後の余ったロー
プの巻き上げも容易

ティリット

ティリットはアンカーポイント
に接続するのでロープ重量
を気にせずロープ操作できる

リードクライマーが交代しない場合は上下
のドローコードを締めバッグを上下逆さにし
て接続し、
リードクライマー側のドローコー
ドを緩めてロープを繰り出す

Tillit
ポケッタブル時

ER72118
ティリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）
このユニークなマルチピッチ用ロープバッグは、
ピッチ毎のロープの

バックストップシステム付き
超軽量小型プーリー
MADE
INGERMANY

60g

ER73743
スポック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
（税込￥10,450）
小型で持ち運びやすい超軽量プーリー。荷物の引き上げやクレバス

レスキューのために設計された。
緊急用アセンダーとしても使用可能。
軸受けには高効率なボールベアリングを採用しているので動きが

スムーズ。
バックストップシステム用クランプカムは、氷や泥の付いた

ロープでも最適なグリップ力を発揮する形状になっている。
またこの

カムを開いた状態でロックすることでシンプルなプーリーとしても使用
することができる。

●重さ／60g ●適応ロープ径／φ7.0〜11.0（㎜）
●プーリー径／20㎜ ●プーリー効率／92％

●破断荷重／プーリーモード：15kN、
バックストップモード：4kN

巻き上げやリードクライマーのビレイ時のロープの繰り出しを劇的に

スムーズにする。
そしてティリットのユニークなシステムは特にリード

クライマーが交代しない方式で登る場合に、各ピッチ終了点での

ロープの受け渡しを容易にする。
またティリット本体はアンカーポイ

ハドソンハンマー

670g

ントに直接接続するのでロープの重量を気にせずロープ操作に
集中できる。

●軽量ポケッタブル仕様
●ラッキング用のループ付きで携行が容易
●60mハーフロープを2本収納可能
●素材／ポリエステル●重さ／123g ●サイズ／使用時：タテ

74×ヨコ35（㎝）、
ポケッタブル時：タテ15×ヨコ12（㎝）
ハンマーホルスター

●カラー／ライトグレー

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

ER71879
ハドソンハンマー・・・・・・・・￥12,000
（税込￥13,200）
ヒッコリーウッドシャフトは打撃のヴァイブレーションを低く抑える効果
がある。●重量／670g

ER71872
ハンマーホルスター・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
ウェビングテープを硬化剤で固めたホルスター。収納部がやや細目
に作られているので、
ハンマーを落としにくい。
●重さ／37g ●素材／ナイロン

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

EN 567
EN 12278

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

Spoc スポック

20

こちらの2次元コードからオーム詳細動画
へアクセスできます。

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

OHM

49g

Rope Tooth
ER73470
ロープツース・・・・・・・・・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）
ロック機能付きロープカットナイフ。刃はステンレススチール製。
ザッ

クやハーネスに取り付けるためのカラビナホールがある。
スチール缶
ケース入り。
●サイズ／刃長70㎜ ●重さ／49g

Rope Bags & Urban Bags

ER72094
ドローネⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,100
（税込￥5,610）
ザックのように背負えるロープバッグ。80mまでのロープの収納が
可能。
ラージサイズのロープシートが内蔵されている。

●素材／ポリエステル●重さ／660g ●サイズ／バッグ30×45×25

（㎝）、
シート120×140（㎝）●カラー／ジェイド

Caddy Ⅱ
ER72228
キャディーⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,500
（税込￥7,150）
ユニークな収納システムのロープバッグ。
素早くロープを収納できる。
80mまでのロープの収納が可能。本体を展開した際のシートサイズ

は130×130㎝。持ち運び用のショルダーベルト付き。
●素材／ポリエステルキャンバス●重さ／770g
●カラー／グレー

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

Drone Ⅱ

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

Rope Bags

Rope Rider Bag 45
ER72229
ロープライダーバッグ45
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥11,400
（税込￥12,540）
大容量多目的バックパック。背面とショルダーストラップにはパッド

が内蔵されているので快適。本体内部にはギアループが1つと小物
入れが付いている。
ロープシート
（110×92㎝）付き。

●素材／ポリエステル●重さ／1,120g ●容量／45L
●カラー／ブルー

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

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

Urban Bags

シティスポッター20

アーバンクライミングライフを意識した多目的バッグシリーズ。
ポリエステルキャンバス布地を使用したスタイリッシュな

トップクロージャーは2WAY仕様

ルックスやパッド付きノートPC収納スペースなど

ジム通いやタウンユースで活躍する。
City Hauler 30

ER72097
（税込￥12,760）
シティハウラー30・・・・・・・・￥11,600
ロールトップ仕様の多目的リュックサック。

60mまでのロープの収納が可能。
ロープシート付き。
●容量／30L ●重さ／550g ●カラー／グレー

シティハウラー30

City Spotter 20
リッジハイカー18

ER72096
シティスポッター20・・・・・・・・・￥8,000
（税込￥8,800）

チョークバッグ
収納袋

ジッパー開閉仕様の多目的リュックサック。

他の荷物を汚さないためのチョークバッグ収納袋付き。
●容量／20L ●重さ／800g ●カラー／グレー

Ridge Hiker 18
ER72095
リッジハイカー18・・・・・・・・・￥10,000
（税込￥11,000）
ロールトップ仕様のショルダーバッグ。
トップクロージャーは2WAY
仕様。
チョークバッグ収納袋付き。

●容量／18L ●重さ／670g ●カラー／グレー

大きな
ロープシート付き

チョークバッグ収納袋が付属
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スプリッターツイスト

Chalk Bags & Accessories
ヘラクレス

開口径

A

19㎝

B

C

Splitter Twist
ER72178
スプリッターツイスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,100
（税込￥3,410）
スプリットカラーが目を引く腰付け型チョークバッグ。手を入れやすいようにデザインされている。
ツイスト

クロージャータイプで持ち運びの際にチョークがほとんど漏れずパッキングもしやすい。
サイズが異なるブラ

シホルダーが3つ、
ジッパー式小物入れが付いている。

●サイズ／開口径12.5㎝、
深さ19㎝ ●重さ／111g ●カラー／Aジンジャー、
Bサフラン、
Cグラニータ
ロデオラージ

A
B

Herkules
ER72177
ヘラクレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,600
（税込￥5,060）
A

ボルダリング用置き型チョークバッグ。広い開口部と安定感のあるボディ形状によりチョークアップが

スムーズ。開口部がロールトップクロージャータイプなので持ち運びの際にチョークがほとんど漏れない。

キャリングハンドル、
ブラシホルダーが5つ、
ジッパー式小物入れ、
メッシュポケットが付いている。
●サイズ／開口径19㎝、深さ21㎝ ●重さ／183g ●カラー／Aマリーン、Bアップル

C

Rodeo Large
ER72181
ロデオラージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,300
（税込￥2,530）
シンプルで軽量な腰付け型チョークバッグ。広い開口部と手を入れやすいデザインがスムーズなチョーク

開口径
16㎝

ボルダーバッグⅡ

B

アップを可能にする。
ドローコードクロージャータイプなので素早く開け閉めができる。
サイズの異なるブラシ

ホルダーが2つ付いている。

●サイズ／開口径13㎝、深さ17㎝ ●重さ／84g ●カラー／Aパイングリーン、Bサフラン、Cチタン

アンバサダー

A

B

Boulder Bag Ⅱ

A

ER72089
ボルダーバッグ Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,100
（税込￥5,610）
ボルダリング用置き型チョークバッグ。
開口部が広いのでチョークアップしやすい。
ツイストクロージャータイプで

チョークがほとんど漏れない。底面は水や汚れに強い生地を採用。ユニークなブラシホルダーとメッシュ
ポケットが付いている。

B

Ambassador
ER72084
アンバサダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）
ドローコードクロージャー。無駄を省いたシンプルなデザイン。軽量モデル。

●サイズ／開口径16㎝、
深さ20㎝ ●重さ／300g ●カラー／Aジェイド、
Bロリポップ

●サイズ／開口径10㎝、深さ16㎝ ●重さ／76g ●カラー／Aブラック、Bオアシス

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
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チョークボール

リキッドチョーク

ボルダーブラシ

Chalk Balls

Liquid Chalk

Boulder
Brush

ER72786
・・・・・
・・・￥880
（税込￥968）
チョークボール
（2個）

ER72788
（税込￥1,100）
リキッドチョーク・・・・・・・・・・￥1,000

ER72789
・・・・・・・・￥700
（税込￥770）
ボルダーブラシ
（1本）

炭酸マグネシウム粉末30グラム入り2個セット。●カラー／グリーン

液体タイプの滑り止めチョーク。室内壁向き。
●容量／100ml

2サイズのヘッドを備えたシンプルなブラシ。

Crash Pads
「マントルⅢ」は別のクラッシュパッドに連結して運ぶことができます
「マントルⅢ」
はパッド本体のショルダーベルトを利用することにより、
別のクラッシュパッド 注 に連結することができます。
注：他社製クラッシュパッドにも連結可能です。
ただし、
クラッシュパッドの形状やサイズによっては連結ができない場合があります。

マントルⅢ

マントルⅢ

マントルⅢ

シットスタートⅡ

Mantle Ⅲ

Sit Start Ⅱ

ER72092
マントルⅢ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥51,000
（税込￥56,100）

ER72093
シットスタートⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
（税込￥10,450）

パッド部は硬さの異なる4種類のフォームで構成されており、着地の際の衝撃を確実に吸収してくれる。

コストパフォーマンスに優れたサブマット。
シットスタート時やメインパッドの補助など、多目的に使用可能。

●サイズ／120×110×10（㎝）
●重量／5,200g ●カラー／オアシス

●サイズ／90×55×5（㎝）
●重量／1,000g ●カラー／オアシス

Climbing Gloves

ワークオープングラブⅡ

ワーククローズグラブⅡ

スキニーⅡ

ER72496
スキニーⅡ

・・・・・・・・・・・・・・・￥4,800
（税込￥5,280）
カウハイドの薄くしなやかなパームは作業性に優

れ、摩耗しやすい部分は当て革で補強されてい

ER72497
ワークオープングラブⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・￥3,500
（税込￥3,850）

リ
る。甲には伸縮性の良いストレッチ素材を採用。

パームには頑丈でしなやかなカウハイド、
甲には伸

プルタブが付いている。
ビレイに好適。

脱を容易にするベルクロストラップとプルタブが付

スト部には着脱を容易にするベルクロストラップと
●素材／甲：ポリエステル、
エラスタン、

パーム：カウハイド
（牝牛の皮）

●サイズ／XS、S、M、L、XL ●カラー／チタン

スティッキー

縮性の良いストレッチ素材を採用。
リスト部には着

いている。
プルタブにカラビナをかけてラッキングす

ることもできる。

●素材／甲：ポリエステル、
エラスタン、

パーム：カウハイド
（牝牛の皮）

●サイズ／XS、S、M、L ●カラー／チタン

ER72498
ワーククローズグラブⅡ
・・・・・・・・・・・・・・・￥4,100
（税込￥4,510）
ワークオープングラブⅡと同じ素材とパーツ構成で
作られている。3本の指がフルフィンガー仕様に

なっているので、
より安全性が高い。

●素材／甲：ポリエステル、
エラスタン、

パーム：カウハイド
（牝牛の皮）

●サイズ／XS、S、M、L ●カラー／チタン

ER72492
スティッキー

・・・・・・・・・・・・・・・￥8,600
（税込￥9,460）
多目的グラブ。
甲の外側には伸縮性と通気性に優

れる化繊生地を採用し､甲の内側には薄いフリース
生地をライニングしている。
ドライツーリングやミックス

クライミングに好適。
マウンテンバイクにも使える。

●素材／甲:ナイロン、パーム:合成皮革、
シリコン

プリントグリップ

●サイズ／S、M、L ●カラー／ブラック
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Men’s Apparel
メンズ・ロープT Ⅱ

A

メンズ・コーポレートT Ⅱ

背面

B

A

背面

背面

B

背面

Rope T Ⅱ Men

Corporate T Ⅱ Men

E R49226
メンズ・ロープ T Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,100
（税込￥5,610）

ER49237
メンズ・コーポレートT Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5, 10（
0 税込￥5, 610）

エーデルリッドロープのシース
（外皮）
が縫い付けられており、
デザインのアクセントになっている。

EDELRIDロゴをあしらったシンプルなデザイン。

●素材／オーガニックコットン100％ ●サイズ／S、M ●デザイン／Aダイノ、Bコーヒーポット

●素材／オーガニックコットン100% ●サイズ／S、M ●カラー／Aナイト、Bアニシード

メンズ・
ハイボール
TⅣ

New
Color

A

New

B

背面

Highball T Ⅳ Men

背面

New
Color

C

D

背面

New
Color

E

背面

背面

ER49160
メンズ・ハイボールT Ⅳ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,300
（税込￥4,730）
スラブ生地を採用したボディは独特の凹凸感があり、涼やかで肌触りが良く、軽量。
●素材／オーガニックコットン100% ●サイズ／S、M ●カラー／Aブラックバード、
Bオリオンブルー、Cネイビー、Dアントラサイト、Eライトパシフィック

カミカゼ
パンツ Ⅴ

モンキー
パンツ Ⅳ

A

A

B

背面

Kamikaze Pants Ⅴ Men

背面

New

B

背面

B
右脚背面
にロゴ

C

C
右脚背面
にロゴ

Monkee Pants Ⅳ Men

ER49162
カミカゼパンツ Ⅴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥12, 90（
0 税込￥14, 190）

ER49164
（税込￥11,330）
モンキーパンツ Ⅳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥10,300

ストレッチ素材とガゼットクロッチ、膝のダーツにより自由度が高い。
ウエストは伸縮性の高いリブ編み仕様

すっきりとした細身のシルエットだが軽量なストレッチ素材とガゼットクロッチ、膝のダーツにより抜群に動き

●素材／オーガニックコットン52%、
テンセル45%、
エラスタン3% ●サイズ／XS、S、
M

●素材／オーガニックコットン98%、
エラスタン2% ●サイズ／XS、S、M

で調節ヒモ付き。裾にもドローコードが内蔵されている。
脚部内側にはソール拭きが縫い付けられている。
●カラー／Aアニシード、Bブラックバード
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やすい。
ウエストはエラスティックゴムバンド仕様でフィット感が良い。裾にはドローコードが内蔵されている。
●カラー／Aオールモストブラック、Bストーンブルー、Cオウバジーン

Women’s Apparel & Caps
ウイメンズ・ロープ T Ⅱ

A

背面

ウイメンズ・
ハイボール T Ⅴ

B

背面

A

背面

B

背面

Rope T Ⅱ Women

Highball T Ⅴ Women

E R49227
ウイメンズ・ロープ T Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,100
（税込￥5,610）

ER49242
0 税込￥4, 730）
ウイメンズ・ハイボールT Ⅴ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4, 30（

ロープのシース
（外皮）
をアクセントにしたユニークなデザイン。

New

スラブ生地のボディは独特の凹凸感があり、涼やかで柔らかく肌触りが良い。絞られたウエストが綺麗なシ

●素材／オーガニックコットン100％ ●サイズ／S、M ●デザイン／Aダイノ、Bコーヒーポット

ルエットを生む。

●素材／オーガニックコットン100% ●サイズ／S、M ●カラー／Aホワイト、Bマディ
グローリー
パンツ Ⅳ
A

ウイメンズ・
ハイボール T Ⅳ

B

D

背面

E

背面

Highball T Ⅳ Women
背面

Glory Pants Ⅳ Women

ER49176
（税込￥4,730）
ウイメンズ・ハイボールT Ⅳ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,300

背面

「ウイメンズ・ハイボールT Ⅴ」
と同じ仕様。

New

※サイズ感は
「ウイメンズ・ハイボールT Ⅴ」
よりワンサイズ小さめです。
●素材／オーガニックコットン100% ●サイズ／S、M ●カラー／Dオリオンブルー、Eネイビー

ER49181
グローリーパンツ Ⅳ・・・・・・・・・・・・・・・・￥10, 30（
0 税込￥11, 330）
細身のシルエットだがストレッチ素材とガゼットクロッチ、膝のダーツにより動きやす

くストレスが無い。快適なリブ編みのウエストは、調節ヒモによりフィット感を高めるこ
とができる。

●素材／オーガニックコットン98%、
エラスタン2%

●サイズ／XS、
S ●カラー／Aアントラサイト、Bオーシャングレー

サイズ
XS
S
M

（㎝）ウエスト
（㎝）ヒップ
身長（㎝）チェスト
（㎝）股下（㎝）
162〜172
89〜93
74〜78
89〜93 77〜79
166〜176
94〜98
79〜83
94〜98 79〜81
170〜180 99〜103
84〜88
99〜103 81〜83

--------------------------------------------------------------レガシーショーツⅢ
New
Color

A

New
Color

C

B

Legacy Shorts Ⅲ Men

背面

ER49168
レガシーショーツ Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥7,700
（税込￥8,470）
ポリエステル混紡生地を採用することで高い耐久性と軽量化を実現した。
ストレッチ性も高いので激しいムーブにもストレス無く対応する。
引っ掛かりの無いポケットデザインによりハーネスに干渉しない。
ウエストはエラスティックゴムバンド仕様でフィット感が良い。
●素材／オーガニックコットン73%、
リサイクルポリエステル24%、
エラスタン3% ●サイズ／XS、S、M
●カラー／Aアントラサイト、Bペトロールネイビー、Cオウバジーン

サイズ
XS
S
M

（㎝）ウエスト
（㎝）ヒップ
身長（㎝）チェスト
（㎝）股下（㎝）
157〜167
77〜81
62〜66
86〜90 75〜77
161〜171
82〜86
67〜71
91〜95 77〜79
165〜175
87〜91
72〜76
96〜100 79〜81

※モデルによりサイズに若干の違いがございます。

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

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

Men’s Shorts

Women’s サイズ目安

Men’s サイズ目安

Bishop Beanie

New
A

B

ER49248
ビショップビーニー・・・・・・・・・・￥3, 90（
0 税込￥4, 290）
チャンキーニット仕様のシンプルなデザイン。
ユニセックスモデル。
●素材／アクリル40%、
リサイクルポリエステル30%、

ポリエステル30% ●サイズ／ワンサイズ(フリー)
●カラー／Aウォールナット、Bローズ
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