65

マジックマウンテンカタログ 第 65集
2022年通年号 rev.3

エーデルリッド 2022総合
ワークギアー 2022

2 0 2 2

写真 : 火打山高谷池湿原

撮影: 星野秀樹

写真：剣岳八ッ峰と後立山連峰

65
EDELRID エーデルリッド

eb Shoes イービー

ダイナミックロープ､
アクセサリーロープ───── 04-09

クライミングシューズ＆
アクセサリー ──────── 48-49

ハーネス─────────── 10-12

ヘルメット──────────── 13

スリング─────────── 14-15

カラビナ ─────────── 16-18

ビレーデバイス ────────18-19

ランヤード、
ロープバッグ、
プーリー、
ハンマー、
ナイフ──── 20

ロープバッグ＆アーバンバッグ── 21
チョークバッグ＆アクセサリー ─── 22

クラッシュパッド､グラブ ───── 23
アパレル ─────────── 24-25
----------------------------------------------------

ORTOVOX オルトボックス
アルパインパック、
クライミングパック────── 26-29
----------------------------------------------------

KOHLA コーラ

バックパック────────── 30

サーマルグラブ───────── 57

アルペンサングラス─────── 61
アクセサリーカラビナ、
ミニベル、
ホイッスル ────────── 62-63
----------------------------------------------------

GRIVEL グリベル
アルパインパック、
トレランパック、
ロゴTシャツ 、ハンマー､ローター､
クラックグラブ──────── 31-32
ヘルメット ──────────── 33

ツインゲートカラビナ、
デバイス────────── 34-35
ミストラルハーネス、
トレンドハーネス､
アセンダー 、チョークバッグ、
デイジーチェーン───────36-37
----------------------------------------------------

rock empire ロックエンパイアー
スライトハーネス、
ライトウェイトハーネス、
ロングアームクイックドロー ── 38-39

オープンスリング､デイジーチェーン─ 40

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

Bridgedale ブリッジデイル
トレッキングウールソックス、
トレランソックス、
防水ストームソックス─────50-52
----------------------------------------------------

PAC Technology パックテクノロジー
K2パック、
ロープバッグ ───── 53
----------------------------------------------------

roc’teryx ロックテリクス

大型中型カラビナ ────── 64-66

小型クライミングカラビナ───67-69
EX スリングドローセット ────── 70

ゴルジュハンマー、
ガイドベルト、
4段アブミ、
ヴィアフィラータ──── 71
デセンダー 、
ミニプリー ─── 72-73

アンカーポイントシリーズ ──── 74-75
----------------------------------------------------

MAGIC MOUNTAIN
トレイルポール 、
ベアーベル ─ 54-55
エアーマット､テントピロー 、
ナノテクシットマット──────56-57
フォールディングザック、
ギアープロテクション─────── 58
シームレスドライポーチ、
コンプレスドライバッグ────── 59
トレイルチェアー、
ピボットミニチェアー、
ミニオーバルカラビナ、
ワイヤーキーリング───── 60-61
----------------------------------------------------

SAFETY AT HEIGHT
MAGIC MOUNTAIN ワークギアー
rock empire
ハーネス、
ツリーケア、
高所作業用補助用品、
ランヤード、
スリング他─────────── 41-45

roc’teryx

カーボンスチールカラビナ──── 73

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

KayLand ケイランド

バックパッキングシューズ───── 46
----------------------------------------------------

snowline スノーライン

チェーンアイゼン───────── 47
02

仕様価格有効期間：2022.9.21〜2023.2.28

http: // www.magic-mountain.jp

●カタログの取扱い製品ブランドは全て
（株）
マジック

マウンテンが日本の正規輸入総代理店です。

●本カタログ記載内容の無断転載、複写、引用などは
一切禁じます。
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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
CO
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エネルギー消費削減
％
----------------------------------化学薬品削減

63 ％

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）

07

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
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●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㎜

18

●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
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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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ORTOVOX SPORTARTIKEL・GERMANY

Sustainability

オルトボックスの環境保全の取り組み
二酸化炭素を始めとする、

PFCフリー素材の活用

排気ガス排出量削減

ORTOVOXの「3R」
Reduce/Reuse/Rethink

ORTOVOXのバックパックは2020年秋以降、 全て

オルトボックス社では、業務並びに製品
の生産によって排出される排気ガスの排
出量削減への取り組みを進めています。

製品として利用するプラスチックを減らします
（Reduce）
。

PFC
（有機フッ素化合物）
を 一切使わない
（100%）
素

製品素材の再利用（Reuse）
を進めます。

材のみで作られた製品です。
また、
バックパックだけでな

ビジネスにおける行動を常に再考
（Rethink）
します。

く、
アパレル製品についても徐々に削減を進めており、
2024年には同様に全ての 製品がPFCフリー になるよ
う努力しています。
（2020年度、
70%以上を達成）

これらがSustainability/Recycleに繋がるものと
して全ての取引を行います。

トラバース30、28S
軽量

生地・パーツ全ての素材を大幅に改良。

トラバース30

環境に配慮し、
PFC
（有機フッ素化合物）

の使用率を0％に抑え、
リサイクル素材を

背面長 ショート

72%使用。

背面長 レギュラー

A

トラバース28 S

A

トラバース40

ポールのアタッチメントパーツを改良
し、
より快適な着脱を可能に。

ショルダーストラップ両方にギアホルダー
を1箇所ずつ装着。

バックシステムとショルダーストラップ
に3Dメッシュを使い、通気性と共に
フィッティング性を大幅に改善。

ストレッチ
ナイロンポケット

B

B

TRAVERSE 30

TRAVERSE 28S

OV-48534
トラバース30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000
（税込￥22,000）

OV-48533
トラバース28S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000
（税込￥22,000）

デザインが大幅にリニューアルされたスタンダードサイズパック。背面パネルとショルダーベルトを改良しフ

トラバーススタンダードバックパックの女性または小柄な男性向けモデル。質感を損なうこと無く、環境に

ィッティング感を大きく改善したほか、
ショルダーベルトにギアループを付属。元々のシステムを踏襲し、細
部をグレードアップさせたフラッグシップモデル。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）●容量／30 L●背面長／レギュラー
●重量／1,025g ●カラー／Aブラックレイブン、Bジャストブルー●ヘルメットネット付
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配慮したPFCフリーの素材や、多くのリサイクル材が使われている。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）●容量／28 L●背面長／ショート
●重量／980g ●カラー／Aブラックスチール、Bグリーンアイス●ヘルメットネット付

トラバース40、38S、20、18S
トラバース40

トラバース38 S

背面長 ショート

A
A
背面長 レギュラー
ストレッチ
ナイロンポケット

B

B

TRAVERSE 40

TRAVERSE 38S

OV-48544
トラバース40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,000
（税込￥25,300）

OV-48543
トラバース38S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,000
（税込￥25,300）

トラバースシリーズ大容量パック。テント装備も入る容量でありかつ、
サーキュムフェレンシャルジッ

トラバースシリーズ大容量パックのショートサイズモデル。背面パネルの長さだけではなく、各部スト

パーによって主室へのアクセス、荷物の整理がスムーズであることが特徴的。

ラップやベルトのサイズ、形状などが小柄な方にフィットするよう作られている。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）

●重量／1,370g ●カラー／Aブルーレイク、Bダーティデイジー●ヘルメットネット付

●重量／1,310g ●カラー／Aダークネイビー、Bグリーンダスト●ヘルメットネット付

●容量／40 L●背面長／レギュラー

トラバース20

●容量／38 L●背面長／ショート

背面長 ショート

トラバース18 S

ストレッチ
ナイロンポケット

A

A

B

背面長 レギュラー
B

TRAVERSE 20

TRAVERSE 18S

OV-48524
トラバース20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）

OV-48523
トラバース18S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）

シティユースにも好適なトラバースシリーズスモールモデル。大き目のウェスト

トラバース20のショートサイズモデル。

ベルトが付いているので、
このサイズ帯のパックでもフィッティング感は抜群。
●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）
●容量／20 L●背面長／レギュラー●重量／765g

●カラー／Aグリーンパイン、Bブラックレイブン●ヘルメットネット付

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）
新ポール末端固定システム。
トラバース全モデル

●容量／18 L●背面長／ショート●重量／730g

●カラー／Aダークネイビー、Bブラッシュ●ヘルメットネット付
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アルパインパック

ピーク45、35、32S

アルパインクライマーのモデル。背面パネルにスイスウール布地を使用して秋冬の山で背中の冷えを防ぎます。
主室へのアクセスはトップからだけでなく、
フロントのジッパーを大きく開く事でも可能。

ピーク45
背面長 レギュラー

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

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

背面長の
測りかた

背骨の頂点

背面長

首を前に曲げた際に出る
背骨頂点

腰骨の頂点
腰の左右を親指で押して
腰骨の頂点を確認する

背面長の
目安

肩ベルトの頂点
（適合背面長）
レギュラー

42-50cm

ショート

36-44cm

ウェストベルトの
中間位置

A
B

ピーク35
背面長 レギュラー

PEAK 45
OV-46261
ピーク45・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥31,000
（税込￥34,100）
●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●容量／45 L●重量／1,490g ●背面長／レギュラー
●カラー／Aブラック、Bブルー●ヘルメットネット付

ピーク32S
背面長 ショート
A

背面にスイスウール布地を使用。
通常の化繊メッシュ素材に比べてより高い
吸湿性、保温性がある。

B

PEAK 32S
OV-46421
ピーク32S・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥28,500
（税込￥31,350）
ピークスタンダードサイズの女性または小柄な男性向けモデル。
ウー

ルを織り込んだ背面は素材の呼吸を助けるとともに、保温性が高く、
防臭効果も非常に高いため秋冬シーズンに心強い味方となる。

OV-46251
ピーク35・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥28,500
（税込￥31,350）
●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●容量／35 L●重量／1,440g

●背面長／ショート●カラー／ダークブラッド●ヘルメットネット付

●ヘルメットネット付

●容量／32L ●重量／1,410g
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PEAK 35

●背面長／レギュラー●カラー／Aブラック、Bナイトブルー

クライミングパック

トラッドゼロ 24、18

軽量

New

C

A

A

B

C

トラッドゼロ18

トラッドゼロ24
背面長 レギュラー

背面長 レギュラー

TRAD ZERO 24

B

OV-48740
トラッドゼロ24・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,500
（税込￥14,850）
超軽量、必要最低限の機能のみを備えたトラッドシリーズ。
リサイクルポリアミドを88%使用した素材

TRAD ZERO 18

スにも向く。

OV-48720
トラッドゼロ18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
（税込￥10,450）

●素材／420Dオックスフォードナイロン
（PFCフリー） ●容量／24L ●重量／570g

トラッドゼロシリーズの最軽量モデル。

を使い、
サステイナビリティと耐久性も両立している。アルパインパックとしての適性もあり、
マルチユー

●背面長／レギュラー●カラー／Aダーティデイジー、Bデザートオレンジ、Cブラックレイブン

●着脱可能なヒップベルト、
ギアループ付き、
ハイドレーション対応、
アイスアックス装着可

●素材／420Dオックスフォードナイロン
（PFCフリー） ●容量／18L ●重量／370g

●背面長／レギュラー●カラー／Aパシフィックグリーン、Bヘリテージブルー、Cデザートオレンジ
●ギアループ付き、
ハイドレーション対応、
アイスアックス装着可

アルパインパック

軽量 ピークライト40、38S
ピークライト40

ピークライト38S

背面長 レギュラー

背面長 ショート

軽量

メッシュ構造を持つウー
ル混のハイブリッド素材を
背面に利用。通気性、保
温性に加えて高い防臭
効果を持ち、縦走等の使
用でも快適に過ごすこと
ができる。

PEAK LIGHT 40

PEAK LIGHT 38S

OV-46273
ピークライト40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,000
（税込￥29,700）

OV-46283
ピークライト38S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,000
（税込￥29,700）

マルチユースハイアルパインクラス、
ピークライトシリーズの大容量モデル。天蓋やショルダーストラップの

ピークライト大容量サイズの女性または小柄な男性向けモデル。
クライミングモード、
アルパインモードい

着脱ができるため、
用途によってカスタマイズが可能であり、
バリエーションを考えながら使うことができ

る。
クライミングからハイエンドなアルパインまで、
マルチな使いかたをする方に好適。

●素材／420dオックスフォードポリアミド
（PFCフリー）●容量／40L ●重量／1,200g

●背面長／レギュラー●カラー／ブルーレイク●ヘルメットネット付

ずれも快適なフィッティングを実感できる仕上がりとなっている。

●素材／420dオックスフォードポリアミド
（PFCフリー）●容量／38L ●重量／1,170g

●背面長／ショート●カラー／ダークブラッド●ヘルメッ
トネッ
ト付

29

IBEX Sportartikel GmbH. Innsbruck Austria

コーラ・ルックサック
New

インスブルックで生まれました。

エアーライトバックパネル

A

写真：鳥海山千蛇谷

撮影：星野秀樹

Track 23+
KL76023
￥17,000（税込￥18,700）
トラック23プラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）
エアーライトバックパネル、
レインカバー装着、
ストレッチサイドポケット、吸水孔内とポケット付き。
●素材／210dドビー織りナイロン
（PU防水）●サイズ／45×27×17（㎝）
●容量／約23L
●重量／約1,150g ●カラー／Aグリーン、Bブルー、Cダウンホワイト

A
トラック23プラス

B

C

1150g

C

B

Active 22
KL76022
￥13,500（税込￥14,850）
アクティブ22・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥12,000
（税込￥13,200）

A

軽量タイプで求めやすいプライス。エアーベンチレーション背中パネル。軽量ヒップベルト、
スト

アクティブ22

660g
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レッチサイドポケット
エアーベンチレーション背中パネル

●素材／210dドビー織りナイロン
（PU防水）●サイズ／43×26×13（㎝）

●容量／約22L ●重量／約660g ●カラー／Aマスタード、Bブルー、Cブラック

GRIVEL S.R.L.

AOSTA・ITALY

Alpine Pack

グリベル・アルパインパック

SINCE 1818

パレーテ30
背面長

47cm

アルパインプロ40+10
背面長

New

47cm

Parete 30

Alpine Pro 40+10

GV-ZAPAR30
￥16,500（税込￥18,150）
パレーテ30・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）

GV-ZAALP40
￥24,000（税込￥26,400）
アルパインプロ40+10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,000
（税込￥24,200）
ヒップベルト・雨蓋取り外し可。両サイドのヒップベルトはポーチ付き、右側ポーチにはギアーラック内蔵。収納可能なボト
ムストラップはリリースバックル付き。
アックスホルダー
（2個）、
ストックホルダー、
ヘルメットホルダー付き。
マップ・
トポ用ポ

ケット、主室はサイドファスナーからも出し入れ可。
ハイドレーションシステム及び小物ポケット、
キーホルダー、
ホイッスル付

き。主室は10L増量可。

●素材／ポリエステル500d ●サイズ／50×35×14（㎝）、背面長47㎝ ●容量／40+10Ｌ●重量／1,530g
●カラー／ブラック×イエロー

サーモモールドバックパネルを採用したクライミング＆マウンテ二ヤリ

ングパック。主室はロールトップ式とサイドファスナーから挿入可。
アックスホルダー2個、両サイドに小物ポケット、
ホイッスル付チェスト

ベルト、
ハイドレーションシステム、
内蔵ポケッ
ト有、
内フレーム取外可。
●素材／コーデュラ305Dトリプルリップナイロン ●背面長／47㎝
●容量／30L ●重量／865g ●カラー／グレー

背面長

ラピドー18

45cm

背面長

43cm

New

Radical Light 21

Rapido 18

GV-ZARAL21
￥13,500（税込￥14,850）
ラディカルライト21・・・・・・・￥12,500
（税込￥13,750）

GV-ZARPD18
￥15,500（税込￥17,050）
ラピドー18・・・・・・・・・・・・・・・￥14,000
（税込￥15,400）

多用途・小型ルックザック。主室は二段式コードロックシステム。

ベストタイプの軽量クライミングパック。内蔵パッドと背面パットによ

サイドポケット、
サイドジッパーから主室へ挿入可。
ハイドレーションシ

ステム、雨蓋収納可、
ホイッスル付、
アックスホルダー2個、内蔵ポ
ケット1個。

●素材／ナイロン●背面長／45㎝ ●容量／21L ●重量／525g

●カラー／ブラック×イエロー

り背中たちするのでパッキングがしやすい。
ショルダーはメッシュでボ

トルケース、小物ポケット付。2連のチェストフック、
ギアーラック2個、
ホイッスル付、
フロントパネルはメッシュポケット、
アックスホルダー2

個、
ポケット1個、主室への挿入可ファスナー付、
サイドコンプレッシ

ョンコード、
ハイドレーションシステム。

●素材／ナイロン●背面長／43㎝ ●容量／18L ●重量／480g
●カラー／グレー

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

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

ラディカルライト21

グリベル200周年記念モデル
28L

容量

A

B

Rucksack 200
GV-ZA200
ルックサック200・・・・ ￥20, 00（
0 税込￥22, 000）
アルプス開拓時代の復刻型。
●素材／ポリエステルキャンバス、牛皮

●サイズ／40×33×15（㎝）●容量／28Ｌ●重量／1,000g
●カラー／Aオリーブグリーン、Bブルー
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Trail running
マウンテンランナーEVO 10

228g / 10L

A

B

マウンテンランナーライト

275g / 5L

Climber : Damien Tomasi Locatio n : Patagonia

Mountain Runner Light

Mountain Runner EVO 10

GV-ZAMTNL
マウンテンランナーライト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,600
（税込￥10,560）

GV-ZAMTNE10
マウンテンランナーEVO 10 ￥13,000（税込￥14,300）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥12,000
（税込￥13,200）

ベストタイプのトレランパック。
ショルダーサイズ調節機能付き。
ボト

フロントパネルは3連式コンパートメント、
両側のショルダーベルトは3連

ネルは主室とメッシュポケットハイドレーションシステム、
ホイッスル、
コ

クリップ、
ロールマッ
トホルダー、
ホイッスル、
コンプレッションコード付。

ンプレッションコード付き。

●素材／ストレッチナイロン、
メッシュ●容量／5L ●重量／275g
●カラー／イエロー×ブラック

A
背面

B

C

GV-ACTSHI
グリベルロゴT ・・・・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）
●素材／綿100％ ●サイズ／S、
M、
L、
XL

●カラー／Aイエロー、
Bブラック、
Cホワイト

●サイズ＆重量／XS-M
（228ｇ）、L-XL
（233ｇ）

●カラー／Aブラック×イエロー、Bブラック×ブルー

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

Thor Hammer
トールハンマー

全長

33cm 505g

Crack Gloves
ビブラム特製
ラバー使用

GV-RTCRAGL
クラックグラブ・・・・・・・・・・￥6,500
（税込￥7,150）
ビブラム社とグリベルで共同開発したクラック専用グラブ。
フリ
クション性能が高い。

●サイズ／S、M、
L、XL ●重量／30g（M片方）

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

GV-RTTHOR
トールハンマー・・・・・・・・￥13,000
（税込￥14,300）
ストレッチリーシュ+小型ビナ付きのロックハンマー。
●素材／ヘッド：クロモリ鋼、
シャフト：アルミ
●サイズ／シャフト長33㎝ ●重さ／505g

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

32

Logo T-Shirts

●素材／ストレッチナイロン、
メッシュ●容量／10L

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

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

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

式ポケット、
2連チェストコード、
ハイドレーションシステム、
キーホルダー

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

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

ルケース2個、
ウエストポーチ2個ほか小物ポケット4つありフロントパ

New

Auxiliary Swivel
Rotor
Carabiner PATENTED
タテ外径

115mm

51g

GV-RTROTN
ローター・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
ローター回転環付き小型カラビナ
●サイズ／タテ115 ㎜●強度／780（Kg）●重量／51g

グリベル・ヘルメット

JAPAN FIT

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

B

A

Duetto
GV-HEDUE
デュエット ￥19,500（税込￥21,450）
・・・・・・・・・・・・・￥17,500
（税込￥19,250）

デュエット

軽量

クライミングとスキーのCE規格は別々のカテゴリー

210g

ですが両方の規格をクリアした製品です。
ヘルメット

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

Helmet

JAPAN FIT

ジャパンフィット
西洋人に比べて丸い形状の日本

人の頭に合うように、内側の幅と
深さをデザインしました。

ジャパンフィットステッカー

ホルダー、
スタッフケース、
ヘッドランプクリップ付き。
●素材／シェル：EPP

●サイズ／頭囲53〜60
（㎝）

●カラー／Aブラック、Bブルー●重量／210g

A

●認証／マウンテニヤリング EN12492 : 2012

B

New
Color

C

スキー＆スノーボード EN10771B : 2007、
UIAA106

Stealth

PATENTED

GV-HESTE
￥14,000（税込￥15,400）
ステルス・・・・・・・・・・・・・・・・・￥12,500
（税込￥13,750）
ハイパーライト、ハイパーベンチレーション。ポリカーボネート製。
後頭部はシンプルなフィッティング方式で簡易な取 扱いです。
20㎜厚のポリスチレンパッドが衝撃吸収。

ヘッドランプクリップ付き。

ステルス

t

軽量

●素材／シェル：ポリカーボネート、
ライナー：ポリスチレンフォーム

215g

●サイズ／頭囲53〜61（㎝）

●カラー／Aイエロー、Bチタングレー、Cホワイト ●重量／215g
●認証／EN12492 : 2012、 UIAA106

B

A

C

サラマンダー2.0

355g
サラマンダー2.0の内側仕様
D

Salamander 2.0

E

F

GV-HESAL2
￥9,600（税込￥10,560）
サラマンダー2.0・・・・・・・・・・・・￥8,600
（税込￥9,460）
より多目的に使用できる2代目のサラマンダー。従来のモデルと
同じように内側の幅を広く取り、安定した装着感が引継がれてい

ます。
日本人に合う形状
付き。

t

ヘッドランプクリップ

●素材／シェル：ABS樹脂、
ライナー：ポリスチレンフォーム

●サイズ／頭囲54〜61（㎝）

●カラー／Aイエロー、Bホワイト、Cブラック、Dライトグリーン、
Eピンク、Fライトブルー ●重量／355g

●認証／EN12492 : 2012、 UIAA106
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Carabiner

0123

PATENTED
プルームワイヤー
ロックK3L

ツインゲート
セーフティーカラビナ

外側ゲート

K3L

New

GV-RSK3L
プルームワイヤーロックK3L
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

ツインゲートシステム

42g

タテ径

90mm

ワイヤーロックシステムのカラビナ、開閉ゲートを内側のワイヤーで

外側ゲートは内側に入らないので
ロープはカラビナから外れない。

押さえゲートを固定する。

●サイズ／タテ外径90㎜ ●強度／23─8─7kN ●重量／42g

プルームK3G

軽量

38g

メガK6G

プルームHMS

80g

44g
タテ径

タテ径

90mm

89mm

タテ径

103mm

K3G

Plume HMS

K6G

GV-RSK3G
プルームK3G ・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

GV-RSK3GH
プルームHMS ・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

GV-RSK6G
メガK6G ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

軽量小型ワイヤーダブルゲート。
●サイズ／タテ外径90㎜

小型のツインゲートHMS型カラビナ

●強度／25─8─7kN ●重量／38g

ラムダK7G

68g

HMS大型ストレートダブルゲート。ゲートの開閉をスムーズにするた

●サイズ／タテ外径89㎜ ●強度／23─8─7 kN

め、
内ゲートには溝､外ゲートはリブを大きくして改良された。

●重量／44g

●サイズ／タテ外径103㎜ ●強度／27─10─10kN ●重量／80g

シグマK8G

シムK9G

56g
タテ径

99mm

74g
タテ径

100mm

タテ径

109mm

K7G

K8G

K9G

GV-RSK7G
ラムダK7G ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）

GV-RSK8G
シグマK 8G・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）

GV-RSK9G
シムK9G ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

HMSベントダブルゲートワイドカラビナ。●サイズ／タテ外径99㎜

ベントゲートダブルゲート中型カラビナ。●サイズ／タテ外径100㎜

大型オーバル形状。
ストレート斜め開きダブルゲート。

●強度／30─11─9kN ●重量／68g

クレプサイドラS

67g

デバイスの
動きを抑える
リブ

タテ径

●強度／30─11─9kN ●重量／56g

クレプサイドラ
K10G

タウK12L

53g

89g

97mm

●サイズ／タテ外径109㎜ ●強度／24─9─8 kN●重量／74g

タテ径

タテ径

117mm

97mm

K10GS

K10G

GV-RSK10GS
クレプサイドラS・・・・・・・・・・・・￥2,500
（税込￥2,750）

GV-RSK10G
GV-RSK12L
クレプサイドラK10G・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080） タウK12L ・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

小型のクレプサイドラ。
内側のワイヤーサブゲートとトップのリブによって

デバイスの動きを制御する。

●サイズ／タテ外径97㎜ ●強度／22 kN●重量／67g

34

K12L

ハーネス用ビレーカラビナ。
ゲートの開閉をスムーズにするため、
内ゲート

ワイヤーゲートがメインゲートバーを内側から強く押さえるのでゲート

●サイズ／タテ外径117㎜ ●強度／22─9─8 kN●重量／89g

●サイズ／タテ外径97㎜ ●強度／30─10─9 kN●重量／53g

には溝､外ゲートはリブを大きくして改良された。

は簡単に開かない。

Climbing Device

0123

フラード

マスタープロ

90g

93g

スクリーム

46g
New

VLAD

Scream

PATENTED

Master Pro

PATENTED

GV-RSVLAD
フラード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,300
（税込￥4,730）

GV-RTSCREAM
スクリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

GV-RTMAPB
マスタープロ・・・・・・・・・・・・・・・￥3,700
（税込￥4,070）

ツインゲートカラビナにリギングプレートを加えた優れもの

細径対応のビレーデバイス

ロープとの摩擦熱を冷ますために15個のクーリングホールがあけら

●サイズ／タテ外径120㎜

●サイズ／タテ外径95㎜ ●強度／30 kN●重量／46g

●強度／30─12 kN、
リギングプレート使用27 kN●重量／90g

ツーバイエイト

63g

PATENTED タテ径

99mm

GV-RT8+
ツーバイエイト・・・・・・・・・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）

ベントカーブ
フレーム

フレームがベントカーブしているエイト環。
ロープの通し方によって制
動力が変わる、
クーリングホールがあけられている。
●サイズ／タテ99×ヨコ70（ ㎜）●重量／63g
●適応ロープ径／φ7.8〜11（㎜）

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

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

Alpine Plume Captive 10 / 16
GV-RSQALPC.10
アルパインプルームキャプティブ10・・・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）

プルームの組み合わせクイックドロー。
スリング長10㎝。●重量／67g

GV-RSQALPC.16
アルパインプルームキャプティブ16・・・・・・・・・・￥3,300
（税込￥3,630）
スリング長16㎝のプルームドローセット。●重量／69g

キャプティブ
プルーム

アルパイン
プルーム
キャプティブ10

ヘルプ

47g

31g

67g
タテ径

90mm

Captive Plume

タテ径

PATENTED

Help

100mm

PATENTED

GV-RSK3WC
GV-RSK15BH
キャプティブプルーム
ヘルプ
・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760） ・・・・・・・・・・・・・￥1,400
（税込￥1,540）
回転防止のサブゲート付き。

ゲートを開けた状態でクリップ出来る。

●サイズ／タテ外径90㎜ ●開口幅／30㎜

●サイズ／タテ外径100㎜ ●開口幅／30㎜

●強度／22─7─7 kN●重量／31g

●強度／26─8─8 kN●重量／47g

●適応ロープ径／φ7.8〜11（㎜）

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

2×8

れている。●サイズ／タテ100×ヨコ38（ ㎜）●重量／93g

Rigging Plate

フォア

54g

Four
GV-RTFOUR
フォア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）
小型のリギングプレート。
ビレーステーションのセットに有利。
●サイズ／タテ長78、
ヨコ長58（ ㎜）●重量／54g
●強度／30kN

トリス

38g

Tris
GV-RTTRIS
トリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
ビレーステーションのセット用。
●サイズ／60×60×60（ ㎜）
●重量／38g ●強度／29kN
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Mistral Harness
ミストラルハーネス PATENTED
X-TECH アラミド繊維

グリベルがハーネスに採用した

があります。
ウエストベルトは2段階に調節できる

レグループは
2段階に調節できる

レーシングヨット用に開発された強
X-TECH セーリングキャンパス

布地

163g（サイズ1）

こんなに
コンパクト軽量

GV-HAMIS
￥11,500（税込￥12,650）
ミストラル・・・・・・・・・・・・・・・・￥10,500
（税込￥11,550）
超軽量アルパインハーネス。素材はX-TECHというレーシングヨ ット
用に開発された帆布素材。非常に強い布地であり軽量。
ウエストベ

ルトの位置は体格に合わせて2段階に変えられる。
レグループも調
節出来る。
ギアループ付き。

●サイズ／1（S-M）
、2（M-L）●重さ／163g
（サイズ1）

●認証／EN12277
●適合サイズ

Size
ウエスト cm
レグ cm

36

1（S-M） 2（M-L）
65-82
75-96
49・53
57・61

Trend Harness
トレンドハーネス PATENTED
スポーツクライミングの機能とファッションの試み。

トレンド
パイトン

柔らかい内側布地が外側へ出て優しいフィッティング

トレンド
アブスト
ラクト

GV-HATREPY
￥15,000（税込￥16,500）
トレンドパイトン・・・・・・￥13,500
（税込￥14,850）
GV-HATREAB
トレンドアブストラクト ￥15,000（税込￥16,500）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,500
（税込￥14,850）
シャープな動きを実現する軽量かつ快適性を重視したハーネ
ス。
ワンバックル式。
ライニング布地が外側へ拡張されてソフト
で優しい着用感が得られる。

●サイズ／XS、S、M ●重さ／260g（サイズS）
●認証／EN12277
●適合サイズ

Size
XS
ウエスト cm 63-72
レグ cm
44-49

S
67-76
48-53

M
77-86
53-58

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

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

伸びない布地で破れない強さをもちながら柔軟性

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

シングヨットの帆布材であるアラミド繊維です。

超軽量

Climber : Petra Klingler Locatio n : Korea

は、
レー

A&D

PATENTED

アセンダー＆デセンダー

A&Dレフト

A&Dライト

カムの歯がロープを
固く噛んだ際ハンガー
にカラビナを掛けて
楽に解放できる。
カラビナを利用して制動下降、
ディセンダー機能

GV-RTADL
A&Dレフト ・・・・・・・・・・・・・￥7,800
（税込￥8,580）
ロープ登高機能に下降機能を付けたアイデア器具。
カラビナ
のフレームを用いて制動しながら下降する。
左手用
●サイズ／タテ200×93（ ㎜）●重量／260g

●カラー／ブラック●適応ロープ径／φ8.3〜φ13㎜
●認証／EN567、EN15151-2

GV-RTADR
A&Dライト ・・・・・・・・・・・・・￥7,800
（税込￥8,580）
右手用●サイズ／タテ200×93（ ㎜）●重量／260g
●カラー／ゴールド●適応ロープ径／φ8.3〜φ13㎜
●認証／EN567、EN15151-2

Chalk Bag

グリベル・チョークバッグ

Trend Boulder Chalk Bag
GV-RTCHALKTB
トレンドボルダーチョークバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,400
（税込￥5,940）
大型のチョークバッグ。内側は巾着しぼりで外側はロールトップの
二重開閉タイプ。
ブラシホルダー付き。
●素材／ナイロン

●サイズ／入口径φ15、高さ26、底19×16（㎝）
●重量／185g

●カラー／Aイエロー、Bパイトン、Cアブストラクト

A

B

C

Trend Chalk Bag
GV-RTCHALKT
トレンドチョークバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

トレンド柄のスタンダードチョークバッグ。布地ライニングのチョーク
ボール使用モデル。

●素材／ナイロン●サイズ／入口径φ12、高さ13（㎝）
●重量／73g

●カラー／Aパイトン、Bアブストラクト、Cレオパード、Dブラック

A

B

Daisy Chain

PATENTED

D

Chalk Bag Plus

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

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

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

C

GV-RTCHALK+
チョークバッグプラス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,300
（税込￥3,630）
チョークパウダーを外側ポケットから内袋に入れて使用す

る。使用に際しては内袋を握ってパウダーを手に付ける。
●素材／ナイロン●サイズ／入口径φ12、高さ14（㎝）
●重量／87g ●カラー／ネイビー

外側ジッパーから内袋へチョークパウダーを
入れて使用する。

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

ボトム
ループ

Sport Chain EVO
フィックスループ
GDCにテンションがかかった
際に股間への締付けがない。

GVRTGSDAISYE
スポートチェーンEVO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）
スポーツクライミングに適したディージーチェーン、

ウエストベルト
ハーネス

GDCチェーンEVO

120cm / 100g

●サイズ／全長60㎝ ●強度／23 kN
●重量／45g

●認証／CE、EN566、UIAA104

レグループ
フロント部

Daisy Chain EVO
GV-RTGDAISYE
GDCチェーンEVO

フィックスループ付。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,500
（税込￥7,150）

8個のダイニーマスリングで構成されている。個々のスリングは23kNの強度がある。デイジーチェーン

New

スポートチェーンEVO

60cm / 45g

にテンションがかかった際に股間への締め付けがない。

●サイズ／全長120㎝ ●強度／23 kN●重量／100g ●認証／CE、EN566、
UIAA104
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Area : High Tatras, Slovakia Photo taken by Lomnice shield.

ROCK EMPIRE s.r.o. CZECH REPUBLIC

Harness クライミングハーネス
4Bスライト

4B Slight 4バックル型
REVUS015
4Bスライト・・・・・・・・・・・・・・・￥13,400
（税込￥14,740）
ビッグウォールクライミングの厳しい要求に対応出来るオールラウンド
軽量ハーネス。
4バックルにより完全なサイズ調整を実現。
ギアラック

を取付けできるスロットが左右にある。
男女兼用

●サイズ／ＸXＳ、
ＸＳ-M、
Ｍ-ＸＬ●重さ／320g
（XS-Ｍ）

●カラー／アントラサイト
（裏レッド）
●適合サイズ

Size XXS XS-M M-XL
A cm 55-72 67-85 80-100
B cm 46-60 46-60 56-69

ライトハーネス
Lightning す早く着脱
RE506200
ライトニング・・・・・・・・・・・・・・・￥9,300
（税込￥10,230）
スキーやクランポンを付けたまま装着できる。
ソフトパッドのウエスト

とレグループ。

●素材／ポリアミド●サイズ／ＸＳ、
Ｓ、
Ｍ、
Ｌ、
ＸＬ●重さ／350g
（Ｍ）

●カラー／イエロー
●適合サイズ

Size XS
S
M
L
XL
A cm 57-70 63-76 72-85 80-93 87-100
B cm 43-53 47-57 52-62 57-67 61-71

ライトニング

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

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

スライトハーネス

縮める

伸ばす

New

Pip
RECLP000
ピップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,500
（税込￥7,150）
セルフビレーイングランヤード。荷重を抜かずに長さ調整が可

能。本体の特殊な形状によって、
カラビナにランヤードを通さ

ず長さ調整ができる。

●素材／アルミニウム●長さ調節範囲／15〜85㎝ ●ラン

ヤード径／8㎜●重量／123g

※カラビナは付属しません

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - - -
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Harness ライトハーネス
Super Light 超軽量 DYNEEMA
REVUS010
スーパーライト・・・・・・・・・・・・・￥6,600
（税込￥7,260）
超軽量ハーネス。
ベルト幅42㎜。ヴィアフェラータ、
岩稜歩き向き。
●素材／ダイニーマポリエチレン●サイズ／XS-M、
Ｍ-XＬ

●重さ／146g（XS-Ｍ）
●適合サイズ

Size XS-M M-XL
A cm 57-85 85-100
B cm 43-62 62-71

スーパーライト

超軽量 XS-M 146g

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

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

Swift Click

New

REZRC057
スイフトクリック・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
ゲートを開けた状態で固定できる。
ノーズ部分のセカンドゲート

をメインゲートに引っ掛ける事によって、
メインゲートを固定する
事ができる。

●強度／22─7─7
（kN）●開口径／27㎜ ●カラー／レッド

アルペンライト

Alpen Light ホイッスル付き
REVUS001J
アルペンライト・・・・・・・・・・・・・・￥5,400
（税込￥5,940）
ベルト幅42㎜の簡易ハーネス。
ウエストベルトのパッドはありません。
岩稜歩き、沢登り、氷河歩き、氷の斜面等で必要なときにすばやく

装着できます。
装着の際、
足をレグループに通す必要がないのでスキー

やクランポンを外さなくても装着できる。
ホイッスル付き。
●素材／ポリアミド●サイズ／Ｓ、
Ｍ
●重さ／255g（Ｍ）

●適合サイズ

Size S
M
A cm 63-76 72-85
B cm 47-57 52-62

ホイッスルが付属されている

Speedy ワンサイズフィッティング
スピーディー

REVUG002
スピーディー・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,200
（税込￥6,820）
インドアやヴィアフェラータ向きのデザイン。
ワンサイズで多くの人に
合わせられます。
レグループ調節式。

●素材／ポリアミド●サイズ／ワンサイズ
（胴囲57〜100 ㎝）
●重さ／430g

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

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

Long Arm

RESEL005
ロングアームクリック
・
・
・
・
・
・
・￥4,000
（税込￥4,400）
硬く固めたドロースリングとスイフトク

リックのセット。

●サイズ／スリング長25㎝
●重量／110g

●スリングカラー／グレー

New

1019
EN 566

ロング
アーム
クリック

REVEP005
ロングアーム
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,600
（税込￥2,860）
支点が少し遠いポイントへ

クリックする場合に効果が

あるようにスリングを特別に
硬くしたドロースリング。
●サイズ／

スリング長25㎝、幅16㎜
●重量／36g

●強度／22kN

●スリングカラー／グリーン

Zuni ジュニア用

ズーニ

REVUZ001
ズーニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥7,400
（税込￥8,140）
身長100〜130㎝、体重40kg未満の子供用フルボディー型。
●素材／ポリアミド●サイズ／ワンサイズ●重さ／380g

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

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

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

Anti-slip

New

アンチ
スリップ13

アンチ
スリップ16

カラビナ回転防止ゴム。2個セット

●カラー／13㎜ ホワイト、16㎜ブラック

RESEA013
アンチスリップ13㎜（2個）
・・・￥240
（税込￥264）
RESEA016
・・・￥280
（税込￥308）
アンチスリップ16㎜（2個）
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DYNEEMA polyethrene
●素材／ダイニーマポリエチレン●強度／22kN

A

ダイニーマオープンスリング 12ミリ／10ミリ幅

12mm カラー3色
31/60/80/120/150/180cm

テープ幅

使用長

使用長

RE526X031
ダイニーマスリング12/31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥700
（税込￥770）
●サイズ／使用長31㎝

B

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

RE526X060
ダイニーマスリング12/60
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥1,040
（税込￥1,144）

ダイニーマ
スリング12
3色

●サイズ／使用長60㎝

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

C

RE526X080
ダイニーマスリング12/80
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）

EN 566
強度

●サイズ／使用長80㎝

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

22kN

RE526X120
ダイニーマスリング12/120
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥1,720
（税込￥1,892）
●サイズ／使用長120㎝

ダイニーマ
スリング10
2色

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

RE526X150
ダイニーマスリング12/150
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,100
（税込￥2,310）

D

●サイズ／使用長150㎝

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

E

RE526X180
ダイニーマスリング12/180
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,500
（税込￥2,750）

1019

ポリアミドオープンスリング20ミリ幅
●素材／ポリアミド
（66強化ナイロン）●強度／22kN

20mm カラー3色
使用長 31/60/80/120/150/180cm

テープ幅

RE52XX031
オープンスリング31・・・・・・・・￥520
（税込￥572）
●使用長／31㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

A

●使用長／60㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

強度

RE52XX080
オープンスリング80・・・・・・・・￥780
（税込￥858）

22kN

●使用長／80㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

●使用長／120㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

RE52XX150
オープンスリング150

B

ポリアミド
オープンスリング

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥1,160
（税込￥1,276）
●使用長／150㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

RE52XX180
オープンスリング180

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥1,360
（税込￥1,496）
●使用長／180㎝ ●カラー／Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥700
（税込￥770）
●サイズ／使用長31㎝ ●カラー／Dオレンジライン

RE5290060
ダイニーマスリング10/60
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥1,040
（税込￥1,144）
●サイズ／使用長60 ㎝●カラー／Eゴールドライン

RE5290080
ダイニーマスリング10/80
・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1.320）
●サイズ／使用長80 ㎝●カラー／Dオレンジライン

RE5290120
ダイニーマスリング10/120
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥1,720
（税込￥1,892）
●サイズ／使用長120 ㎝●カラー／Eゴールドライン

RE5290150
ダイニーマスリング10/150
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,100
（税込￥2,310）
●サイズ／使用長150 ㎝●カラー／Dオレンジライン

RE5290180
ダイニーマスリング10/180
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,500
（税込￥2,750）
●サイズ／使用長180 ㎝●カラー／Eゴールドライン

C

1019

EN 566

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

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

Polyamide Nylon Webbing

RE52XX120
オープンスリング120・・・・￥1,000
（税込￥1,100）

RE5290031
ダイニーマスリング10/31

●サイズ／使用長180㎝

●カラー／Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド

RE52XX060
オープンスリング60・・・・・・・・￥640
（税込￥704）

10mm カラー2色
31/60/80/120/150/180cm

テープ幅

ダイニーマデイジーチェーン
●素材／ダイニーマポリエチレン●強度／22kN

強度

22kN
デイジー
チェーン140
パープル

デイジー
チェーン110
ブルー

1019
EN 566
RE516XX110
デイジーチェーン110・・・・・・・￥3,100
（税込￥3,410）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長110㎝ ●カラー／ブルー

RE516XX140
デイジーチェーン140・・・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）
●サイズ／テープ幅12㎜、使用長140㎝ ●カラー／パープル

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
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SAFETY AT HEIGHT
墜落制止用器具の規格適合品を掲載
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---------------------------------------------------------------------------

墜落制止用器具の選定について
6.75mを超える箇所及び、2m以上で作業床が無い箇所、
または

作業床の端、開口部で囲いや手すり等の設置が困難な箇所の作業

では、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければ

なりません。
ロックエンパイアー社が製造するフルハーネスは、厚生労

働省告示第十一号
「墜落制止用器具の規格」
に適合した製品です。

当該製品は日本国内においてJIS T 8165:2018に定める方法によ

り検査を実施し、適合確認済みです。

墜落制止用器具の規格適合検査の模様

ロックエンパイアー

高所作業、
レスキュー用
ハーネス

ペンやナイフ等の小物を取
り付けるためのストラップ

ウエストベルト両側のアタッ
チメントは後ろ向きに倒して
おく事ができる。

各部のアタッチメントは
スチール製。

Atlas Uni

墜落制止用器具の規格に適合
ギアループ
6ヶ所

RESVA005
アトラスユニ・・・・・・・・・・・・・￥31,000
（税込￥34,100）
スタンダードなフォールアレスト、
ワークポディショニングハーネス。上
下分離式でチェスト部分には別売りのチェストアップアセンダーを取

り付ける事ができる。

アタッチメントを通すループと、
チェ
スト部分を接続するループとが完
全に分離しているので、
カラビナと
アタッチメントが干渉しない構造に
なっている。

●重量／2,187g（XS-M）

●サイズ／XS- M（ウエスト66〜110㎝、
レグループ54〜65㎝ ）
L-XXL（ウエスト80〜130㎝、
レグループ60〜80㎝）

●認証／CE、EN358、EN361、EN813

●最大使用質量（使用者とギアの合計重量）／
140㎏（EN361、EN813）、150㎏（EN358）

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

背面のフォールアレスト用アタッチメント
ループは状況によって隠す事ができる。

チェスト部分は着脱可能
（チェスト部分のみでは
使用できません）

ウエスト背面にある穴にアクセサリーコードを
取り付ける事により、
ギアループを増やす事
ができる。

チェストアップ
アセンダー
取り付け用
ストラップ

Master

ウエスト、
レグ部のパッドが共に幅広で長
時間にわたる作業でもストレスが少ない。

墜落制止用器具の規格に適合
RESVM001
マスター・・・・・・・・・・・・・・・・・￥46,000
（税込￥50,600）
画期的なウエストの構造により、
サイズ変更とアタッチメント位置の

微調節が可能。
ウエストとレグのパット部分の幅が広く長時間にわ

ウエストの背面部分を開け、中
の表記に従ってサイズ変更が
可能。
ベルトの長さを調節すれ
ばアタッチメントの位置も微調
節ができる。

たる作業でもストレスが少ない。
●重量／1,950g

●サイズ／フリー
（ウエスト70〜130㎝、
レグループ54〜80㎝）
●認証／CE、EN358、EN361、EN813

●最大使用質量（使用者とギアの合計重量）／
140㎏（EN361、EN813）、150㎏（EN358）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - - -
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ロックエンパイアー

軽量フルハーネス、
ツリーケア
Skill Lite Adventure

背面アタッチメント

New

墜落制止用器具の規格に適合
REVUL002
スキルライトアドベンチャー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,000
（税込￥14,300）
シンプル軽量のフルハーネス。背面と胸部にフォールアレスト用アタ

ッチメントがある。高所作業はもとより、
アドベンチャーパークにも好
適。
サイズ調節は、背面とショルダー部分でできる。

●重量／988g（ XS-M ）●サイズ／2サイズ（ＸＳ-M、
Ｌ-ＸＬ）
●認証／CE、EN361：2 ●最大使用質量／140㎏

-----------------------------------------------------------------------------------------------チェスト
アタッチメント

ステップ

ダブルデッカー

ウエストベルトパッド幅（最も広い部分）
：17㎝

レグループパッド幅（最も広い部分）
：12㎝

Skill Tree

クイック
バックル

RECUT002
スキルツリー・・・・・・・・・・・・￥39,000
（税込￥42,900）
アーボリスト用ポディショニングハーネス。
ロープブリッジのリングが可
動する事により、
樹上での作業効率を高める事ができる。

バット
400g

Double Decker
REVWD002
ダブルデッカー・・・・￥3,700
（税込￥4,070）

レッド

●長さ／100㎝
（オーリング含む）

●ストラップ幅／30㎜ ●強度／22kN
●リング大外径・内径／φ69・45㎜、

リング小／φ52・28㎜ ●重量／202g
●認証／CE、EN795.B

足外れ防止
補助コード

バット
350g

REVVS003
ステップ・・・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）
足を入れるループ部分から足が外れないように補助
●長さ／100〜150㎝ ●重量／62g

●積載可能重量／150kg ●カラー／オレンジ

O-Ring
REZWO001
オーリング
・・・・・・・
・・・・￥1,300
（税込￥1,430）
●外径・内径／φ69㎜・45㎜

●強度／20kN ●カラー／ゴールド

●認証／CE、EN358、EN813

●最大使用質量（使用者とギアの合計重量）／140㎏

イエロー

グレー

Bat

Bat Cord

REVWM003
バット400ｇ
・・・・・・・・・・・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）

REZVR005
バットコード
￥4,000
（税込￥4,400）

REVWM001
バット300ｇ
・・・・・・・・・・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

ポリエチレン繊維で編まれた耐久性と扱い易さを兼ね備えた

スローライン

●コード長／100m ●コード径／φ3㎜●強度／0.7kN
●カラー／レッド

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

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

コードが付いている。
操作性の良いクイックバックル。

●サイズ／XS-M（ウエスト66〜110㎝、
レグループ54〜65㎝）

バット
300g

REVWM002
バット350ｇ
・・・・・・・・・・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）

Step

●重量／1,840g（ XS-M ）

Ring Connect

REZRC053
リングコネクト・・・・・・・・・・・・￥4,800
（税込￥5,280）

New

分離式のオーリング。付属の６角レンチで２ヶ所のネジをゆるめる
事で分離させる事ができる。全方向への強度が２４ｋＮあり、普通

のコネクターの設置に不向きな場所への取付や、通常のオーリ

ングでは接続できない末端処理されたランヤードやウェビングに
取り付けできる。

●重量／75g●外径・内径／φ72㎜・45㎜ ●強度／25kN
●カラー／Aオレンジ、
Bブラック
A

B

●素材／アルミニウム、
スチール
（スクリュー）

●認証／CE、EN352：04/M ●備考／六角レンチ付属

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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ロックエンパイアー

高所作業補助用品

Chest Up
REZWB019
チェストアップ・・・・・・・・・・・・・・￥9,000
（税込￥9,900）
軽量でコンパクトなチェストアセンダー。
カラビナと接続するアタッチ

メント部分がスイベル構造になっている。
アセンダー本体を正しい

方向に保つ事ができ、作業事に発生する摩擦抵抗を最小限に抑え

る事ができる。

●対応ロープ径／8〜11㎜
（CE、
EN567：13）

10 〜11㎜
（CE、
EN12841：06/B）

フルハーネスのチェスト部分にあ
るストラップを使い固定する事が
できる。

●最大積載重量／140kg ●本体重量／120g

●カラー／オレンジ●認証／EN567：13、EN12841：06/B

特許を取得している本体スイベル
式アタッチメントによって、本体を
正面に固定する事ができる。

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

Roper Safe

Ledge
コードをつまみながら下降

RESWR001
ローパーセーフ

することにより、突発的な
墜落が発生した際に本体

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,200
（税込￥14,520）

を握ってしまい重大な事

下降する際のバックアップとして

故になることを防止する事

使用するフォールアレスター。

ができる。

付属のコードを使用し、
より迅
速かつ安全に下降する事が

できる。

●対応ロープ径／
11 〜12㎜

●本体重量／184g

RECUL002
レッジ・・・・・・・・・￥16,700
（税込￥18,370）

●カラー／オレンジ
●認証／CE、
EN353-2

幅広なので腰回りに工具を多数装着した状態でも

座り易い。
ストラップの長さ調節可能。
サイドポケット
ローパー
クリップ付属

付き。

●重量／1,383ｇ

ローパー本体

●サイズ／ヨコ幅45㎝、タテ幅20㎝、高さ18㎝
コードを強く引くとクリップ部分が

ローパーセーフ

ローパー本体から外れ、確実に
墜落を止めてくれる。

カラビナ、
スリング、下降器は使用例です。

●本体積載可能重量／300kg

●ギアループ積載可能重量／5kg

●ベアリングループ積載可能重量／50kg
●カラー／ブラック×オレンジ

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

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

ツール
スリング

Swivel
Absorber Pro

Absorber Pro Twist

墜落制止用器具の規格に適合

墜落制止用器具の規格に適合

RECWA001
アブソーバープロ・・・・・・・・・・￥4,400
（税込￥4,840）

RECWA002
アブソーバープロ・ツイスト・・・￥6,500
（税込￥7,150）

よりコンパクトで軽量になったショックアブソーバー。

スイベル式コネクターが付いた軽量ショックアブソーバー。

●長さ／18㎝ ●アブソーバー最大長／140㎝ ●重量／140g

●長さ／18㎝ ●アブソーバー最大長／140㎝ ●重量／212g

●破断強度／>15kN ●認証／EN355

●破断強度／>15kN ●認証／EN355

●最大使用質量（使用者とギアの合計重量）／100㎏

●最大使用質量（使用者とギアの合計重量）
／100㎏

アブソーバー本体とランヤード、
コネクター等の長さの合計が２ｍ以内

アブソーバー使用上の注意点

になるようにして下さい。

ショックアブソーバーを備える事で衝撃を抑えられますが、墜落時の

落下距離が長くなります。
また、作業者の総重量（体重＋装備品）
にも
留意して下さい。

REZWB018
スイベル
・・・・・・・・・・・￥6,600
（税込￥7,260）
●素材／アルミ合金

●ベアリング／シールドボールベアリング

●強度／35kN ●サイズ／タテ径83㎜
●重量／74ｇ●カラー／ブラック
●認証／CE、EN354

Tool Sling

New

REVWT001
ツールスリング
・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
伸縮式のツールキャリー用スリング。
●サイズ／80〜140㎝、幅13㎜
●積載可能重量／3kg

- - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ランヤード、スリング
60㎝

New
Color

プロテクター付き

80㎝

セミスタティックロープ

New
Color

New
Color

120㎝

ダイナミック
ロープ

LanyardⅠ φ11㎜

Lanyard HEDA φ11.4㎜

●強度／22kN ●カラー／ブラック●カラビナプロテクター付き

ダイナミックロープを使用したランヤード。

●認証／CE、EN354、EN795.B

●強度／22kN ●カラー／イエロー●カラビナプロテクター付き

●認証／CE、EN354、EN795.B

RECLI006
ランヤードI・60・・・・・・・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）

RECLH006
ランヤードHEDA・60 ・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

●使用長／60 ㎝

●使用長／60 ㎝

RECLI008
ランヤードI・80・・・・・・・・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）

RECLH008
ランヤードHEDA ・80・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）

●使用長／80 ㎝

150㎝

35kN
Open Sling Work PA20 20㎜幅

RECLI120
ランヤードI・120・・・・・・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

●使用長／80 ㎝●カラー／Aブラック、
Bブルー

Lanyard Stretch 30㎜ 幅
伸縮式ランヤード。
アブソーバー等と組み合わせて使用する。

●素材／ポリアミド●強度／22kN ●カラー／ブラック
●認証／CE、EN354、EN795.B

RECS I 070
ランヤードストレッチ・70

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・￥2,500
（税込￥2,750）
●最大長／70㎝●最小長／35 ㎝

RECS I 110
ランヤードストレッチ・110

REVWH001
ヘルパースリング・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）
伸縮素材のツールキャリースリング。
●最大長／120㎝ ●最小長／80㎝ ●スリング幅／25㎜

●重量／112ｇ●積載可能重量／50kg●カラー／オレンジ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）
●最大長／11 0㎝●最小長／55 ㎝

RECS I 150
ランヤードストレッチ・150

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）
●最大長／15 0㎝●最小長／75 ㎝

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

RECNA080
オープンスリング・ワーク80
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）

Helper Sling

●使用長／160 ㎝

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

●使用長／60 ㎝●カラー／Aブラック、
Bイエロー

●使用長／150 ㎝●カラー／ブラック
（150㎝はブラックのみ）

RECLH016
ランヤードHEDA ・160・・・・￥4,200
（税込￥4,620）

●使用長／150 ㎝

RECNA060
オープンスリング・ワーク60
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
（税込￥1,210）

RECNA150
オープンスリング・ワーク150
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

●使用長／120 ㎝

RECLI150
ランヤードI・150・・・・・・・・・・・￥3,400
（税込￥3,740）

●認証／CE、EN354、EN795.B

●使用長／120 ㎝●カラー／Aブラック、
Bレッド

RECLH012
ランヤードHEDA ・120・・・・￥3,800
（税込￥4,180）

●使用長／120 ㎝

●素材／ポリアミド●強度／35kN

RECNA120
オープンスリング・ワーク120
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

●使用長／80 ㎝

Daisy Chain PR 20㎜幅

RECDP135
デイジーチェーンPR ・・・・・・・￥6,800
（税込￥7,480）
9つのループをつなぎ合わせたスリング。
それぞれのループに強度が
保たれている。

●素材／ポリアミド●強度／22kN ●カラー／ブラック

●サイズ／使用長135㎝、
ループ長15㎝
（8本）
、
30㎝
（1本）

●認証／CE、EN354、EN795.B、EN16415

Rope Marker

REZPM001
ロープマーカー・・・・・・・・・・・・・・・・￥600
（税込￥660）
ロープやハーネス等の素材を傷めずに使える水性マーカー。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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ケイランド
アルパインシューズ
バックパッキングライン
Super Rock GTX
KA018020005
スーパーロックGTX

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥44,000
（税込￥48,400）
新雪期残雪期の標高3千メートルクラスの登山でアルピニストの
足を確実に保護します。

ビブラム
♯Mulaz EVO

スーパーロックGTX

●素材／甲皮：2.5㎜厚スエード皮、ライニング:ゴアテックス､
中底：ポリプロピレン+グラスファイバー、

外底：ビブラム♯Mulaz EVO

●重量／880g（サイズ 7½片方）
●カラー／ダークグレー
（甲部）

●サイズ／ＵＫ 5、5½、6、6½、7、7½、8、8½、9、9½、10

クロスマウンテンGTX

（24.0〜29.0㎝）

Cross Mountain GTX
KA018020010
クロスマウンテンGTX

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・￥32,000
（税込￥35,200）
軽量、高機能トレッキングシューズ。新雪や残雪の山歩きのために

カカトのコバはプラスチックで補強されてバイン

ディング締めクランポンの装着に対応している。

バインディングクランポンが装着出来るカカト部のプラスチック補強

がこのモデルの特長のひとつです。

●素材／甲皮：ナイロン布地+スエード皮、

｢マイクロポーラス｣
クッションソール

ライニング:ゴアテックス､

中底：マイクロポーラス、

外底：ビブラム♯Mulaz EVO

●重量／680g
（サイズ 7½片方）
●カラー／レッド
●サイズ／ＵＫ 6、6½、7、7½、8、8½、9、9½

（25.0〜28.5㎝）

Cross Mountain W’s GTX

クロスマウンテン W S GTX

KA018020015
クロスマウンテン・ウイメンズGTX
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥32,000
（税込￥35,200）
少し細めの女性用足型のクロスマウンテン。軽量で春夏秋のスリー

シーズンのトレッキングに対応します。
トレッキング中の思わぬ残雪に

もバインディングクランポンの装着が可能です。
●素材／クロスマウンテンＧＴＸと同じ

●重量／560g（サイズ 4片方）●カラー／グレー

●サイズ／ＵＫ 3、3 ½、4、4½、5、5½、6、6½

（22.0〜25.5㎝）

●ケイランドサイズ目安（足の特性により個人差があります。）
U.K.

3

換算（cm） 22.0
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3½

22.5

4

23.0

4½

23.5

5

24.0

5½

24.5

6

25.0

6½

25.5

7

26.0

7½

26.5

8

27.0

8½

27.5

9

28.0

9½

28.5

10

29.0

スノーライン・チェーンアイゼン
チェーンセンプロ
チェーンセンプロ

写真：鳥海山千蛇谷

11 本爪

撮影：星野秀樹

Chainsen Pro

アイレット
プロテクター

SL44UES001
￥6,000（税込￥6,600）
チェーンセンプロ・・・・・・・・・・・￥5,300
（税込￥5,830）
爪 数は前 8 本 、かかと3 本（サイズ Sは前 6 本 、かかと2 本 ）。傾 斜 面の

トラバースでチェーンセンの横づれを防ぐベルクロストラップ付き。
●素材／ステンレススチール、
シンセティックラバー

●サイズ、
アイレット／S：アイレッ
ト色、
オレンジ
（シューズ20.5〜23.0㎝）
、
M：アイレッ
ト色、
レッド
（シューズ22.5〜25.0㎝）
、

L：アイレッ
ト色、
ブルー
（シューズ25.0〜27.5㎝）、

サイズ・
アイレットカラー

S

M

L

XL

XL ：アイレッ
ト色、
グレー
（シューズ27.0〜30.0㎝）

●重量／S（280g）、M（330g）、L（360g）、
ＸＬ
（410g）各ペアー1組

軽量

14本爪

サイズ・
アイレットカラー

M

13本爪

L

サイズ・
アイレットカラー

M

L

Chainsen Ultra

Chainsen Trail

SL87UES004
チェーンセンウルトラ

SL94UES001
チェーンセントレイル

￥6,800（税込￥7,480）
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,000
（税込￥6,600）
前爪部の先2本が前方へ出ている。中間部の6本爪と、
かかと部の4本爪が雪氷面へしっかり

と い込む。

XL

￥6,600（税込￥7,260）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,800
（税込￥6,380）

軽量コンパクト仕様のチェーンセンアイゼン。
フィッティングラバーは薄くスチール爪は薄くて短い。

トレランシューズ向き。

●素材／ステンレススチール、
シンセティックラバー

●素材／ステンレススチール、
シンセティックラバー

28.5㎝）●重量／M（360g）、L（390g） 各ペアー1組

L：アイレッ
ト色、
ブルー
（シューズ25.0〜28.5㎝）、
XL ：アイレッ
ト色、
グレー
（シューズ28.5〜31.5㎝）

●サイズ／M：アイレット色、
レッド
（シューズ23.0〜26.0㎝）、L：アイレッ
ト色、
ブルー
（シューズ26.0〜

●サイズ、
アイレット／M：アイレッ
ト色、
レッド
（シューズ22.5〜25.0㎝）
、
●重量／M
（180g）、L（200g）、
ＸＬ
（205g）各ペアー1組
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Dʼescalade EB イービーシューズ
9A Climbing SAS ・France

1950年代から、
パリ郊外フォンテーヌブローのボルダリングで履かれていた布製のフラットソールシューズ。
1975年頃から、
モデル＃グラトンが日本でも販売されて多くのクライマーに使われました。
New

EB-BB
バルボア・・・・・・・・￥22,000
（税込￥24,200）
数々のハードルートをレッドポイントしている世界屈指の
ハイパフォーマンスモデル。
ミッドソールはつま先のエッジ

部とヒール部のみに採用され、
自由度を保ちながらホー

ルドへの入力もしやすくなっている。適度なターンインと強

バルボア

めのダウントウは、様々な壁の傾斜やフットホールドに対

応し多彩なフットワークを可能にする。幅広く配置されたト

ウラバーはトウフック性能を高めている。
アウトドア、
インド

アを問わずクライマーのパフォーマンスを最大限サポート

する。
インナーは抗菌仕様になっている。

デイトナ ソール厚

●素材／アッパー：EVOマイクロファイバー

4mm

ITALY

ソール／デイトナラバー4㎜厚

●重量／390g（ サイズEU40片方 ）

●サイズ／EU37、37.5、38、38.5、39、39.5、40、
40.5、41、41.5、42、42.5、43（全13種）

EB-NB
ネビュラ・・・・・・・・・￥18,000
（税込￥19,800）
ハードでテクニカルなムーブに対応するハイパフォーマン

スモデル。
ミッドソールを省略したことで非常に柔らかく足

裏感覚にも優れる。強めのターンインは細かいフットホー

ネビュラ

ルドを的確に捉え、適度なダウントウはスメアリングやボリ

ュームホールドへの乗り込みにも対応する。
フリクション

の良いトウラバーとつま先の自由度の高さが素晴らしいト

ウフック性能を実現する。
アッパーのマイクロファイバー

は馴染みが良く軽量。
インナーは抗菌仕様になっている。

デイトナ ソール厚

●素材／アッパー：EVOマイクロファイバー

4mm

ITALY

ソール／デイトナラバー4㎜厚（イタリア製）
●重量／205g（ サイズEU40片方 ）

●サイズ／EU37、37.5、38、38.5、39、39.5、40、
40.5、41、41.5、42、42.5、43（全13種）

EB-EC
エレクトロン・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）
男女問わずビギナーから上級者まで幅広く対応するオー

エレクトロン

ルラウンドモデル。
クセの無いラストとしなやかなアッパー
素材、絶妙に配置された2本のベルクロにより素晴らし

いフィッティングと快適性を実現。
さらに足首周りの負担

を減らすためのパッドが装備されている。
インナーは抗菌
仕様になっている。
ソールの
「オプティマXラバー」
は高い

フリクション性能と耐久性を両立させている。

オプティマ X ソール厚

●素材／アッパー：EVOマイクロファイバー

5mm

ソール：オプティマXラバー5㎜厚

●重量／200g
（ サイズEU40片方 ）

●サイズ／EU36、36 .5 、37、37 .5 、38、38 .5 、39、
39 .5 、40、40 .5 、41、41 .5 、42 、42.5、43（全15種）

●ヨーロッパサイズ目安
E.U.

28

換算（cm） 17.6
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29

18.3

30

18.9

31

19.5

32

20.2

33

20.9

34

21.5

35

22.2

36

22.8

37

23.4

38

24.0

39

24.8

40

25.4

41

26.0

42

26.7
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27.4

NEO KID
EB-NEKD
ネオ・キッド
（キッズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,300
（税込￥9,130）
大人用に劣らない、本格的なキッズシューズ。2本ベル

クロ締めやしっかりとしたヒールカップなど、
パフォーマンス

ネオ・キッド

を重視した設計となっているが、足首周りのクッション

パッドにより快適性も兼ね備えている。
ソールラバーは

スパイダー柄で遊び心も忘れない。

●素材／アッパー：ダイナミックマイクロファイバー

ソール：スパイダーラバー4㎜厚

●重量／140g（ サイズEU32片方 ）

スパイダー柄の
ソールラバー

●サイズ／EU30、
31，32，33，34（全5種）

SPEEDY Kids

スパイダー ソール厚

4mm

New
Color

EB-SP
スピーディー
（キッズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,800
（税込￥6,380）
子供の足型に合うようにラストが設計されている。大きく

開くベルクロシステムを採用しているので足入れが容易。

ソールのオプティマラバーは耐久性が高い。

スピーディー

●素材／アッパー：ポリエステル布地

ソール：オプティマラバー4㎜厚

●重量／110g（ サイズEU32片方 ）

●サイズ／EU30、31，32，33，34（全5種）

オプティマ ソール厚

●カラー／ブルー

e-brush

EB-EBR
イーブラシ
・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）
Cherry Woodのボディに、
2種類の硬さの高級イノシシ

毛を採用したハイクオリティ

ブラシ。

●重さ／19g

Shoes Bag

EB-SBG
シューズバッグ
・・・・￥800
（税込￥880）
メッシュ仕様で通気性が良い。
持ち運びに便利なキャリング

ハンドル付き。

●素材／ポリエステル

●サイズ／22×36.5（㎝）
●重さ／34g

使用例

Rabbit

EB-RBT
ラビット・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）
可愛らしいフェイクファーがインパクトのある腰付け

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。
ブラシホルダー付き。
ドローコードクロー

ジャー仕様。
チョークバッグベルト付属。
●サイズ／開口径12㎝、深さ16㎝

●重さ／90g ●カラー／Aピンク、Bブルー

A

B

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

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

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

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

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

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

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

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

4mm

Roll Bag

EB-RBG
ロールバッグ・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
チョークバッグを収納して他の荷物を汚さないようにする。
テーピングなどの小物入れとしても使いやすい。

●素材／ポリエステル●サイズ／31×32（㎝）●重さ／40g

使用例
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ブリッジデイルのウールフュージョン

いいソックスで山歩き
ウールフュージョンテクノロジー
ウールフュージョンはニューウールヤーンにポリプロピレンやポリエステルといったマイクロファイバーを
巻き付ける特殊技術です。
この独自の技術によって素材が最高に機能して快適な履きごごちを持続
させます。
ウールフュージョンは保温が必要なときに暖かく、
暑くて湿気が多くなると巻き付けたマイクロ
ファイバーが機能して快適さを保ちます。

足首の補強
裏側→
（パフォーマンス・エクスプローラー）

ポリプロピレンや
クールマックスヤーン、
速乾性と温度調節

ニューウールが持つ
天然の保温性と
はっ水機能

マメ予防テリー編み

Fusion®
Technology

ニューウール

補強されているかかととつま先

ブリッジデイルでは刈り取られて初めて毛糸になるアイルランド産の羊毛を

「ニューウール」
と言います。
ブリッジデイルはこのニューウールが使われて
います。
しかし多くのウールソックスは古いセーター等から再生した毛糸が
使われています。
それらは
「ラグウール」
と呼ばれてニューウールの保温性

平らな縫い目で
ごろつきが無い

と強度が失われています。

ライクラストレッチでソックスはずれ落ちない
ライクラで足がずれ動かない

厚織りの保温力とクッション性、エクスプローラー

パフォーマンス・
エクスプローラー

A

ウイメンズ
コンフォート・
エクスプローラー

Women

B

A

B

Performance Explorer

Womenʼs Comfort Explorer

BD710-151
￥3,700（税込￥4,070）
パフォーマンス・エクスプローラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,500
（税込￥3,850）

BD710-623
￥3,500（税込￥3,850）
ウイメンズコンフォート・エクスプローラー・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）

厚織りでクッション性能も最高値を示しています。
保温力も強いマウンテン仕様。

厚地で柔らかなクッション性。
女性の足型でフィット性が良好。

ライクラ
（ポリウレタン）1％●サイズ／ユニセックスＳ、
Ｍ、
Ｌ●カラー／Aブラック、Bネイビー

●サイズ／ウイメンズ Ｓ、
Ｍ●カラー／Aストームブルー、Bグレー

●素材／メリノウール28％、
ニューウール19％、
ナイロン34％、
エンデュロフィル
（ポリプロピレン）18％、

●素材／メリノウール30％、
クールマックス
（ポリエステル）45％、ナイロン24％、
ライクラ
（ポリウレタン）1％

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - -----------
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写真：穂高岳涸沢圏谷

パフォーマンスハイク
Performance Hike
BD710-169
パフォーマンス・ハイク

A

B

C

￥3,200（税込￥3,520）

・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）
湿気蒸散性能が良い。
マメが出来にくいライクラ編み込み。
●素材／ニューウール26％、
メリノウール18％、
ナイロン38％、

エンデュロフィル
（ポリプロピレン）17％、

ライクラ
（ポリウレタン）1％

●サイズ／ユニセックス S、M、L

●カラー／Aグリーン、Bブラック、Cガンメタル
パフォーマンス・ハイク

女性用足型、
ウイメンズパフォーマンスハイク
Womenʼs Performance Hike
BD710-644
ウイメンズパフォーマンス・ハイク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）
￥3,200（税込￥3,520）
女性向きの細い足型で編まれている。
●サイズ／ウイメンズ S、M

Women

●素材／ニューウール26％、
メリノウール18％、ナイロン38％、

エンデュロフィル
（ポリプロピレン）17％、
ライクラ
（ポリウレタン）1％
●カラー／Aグレー、Bブルー、Cベリー

A

B

C

ブリッジデイルのサイズ目安
●●ユニセックスサイズ目安
表示

S

換算（cm） 22.0〜24.5

M

24.5〜27.0

L

27.0〜29.0

●ウィメンズサイズ目安
ウイメンズ パフォーマンス・ハイク

表示

S

換算（cm） 21.0〜23.0

M

23.0〜25.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - -----------
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ブリッジデイルのトレランソックス
フィット性と保温性に優れる
ウイメンズメリノ
パフォーマンス・ロー
メリノパ
フォーマンス・ロー

Women

New

Hike Ultralight Low
BD710-259
メリノパフォーマンス・ロー ￥2,500（税込￥2,750）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,300
（税込￥2,530）
メリノウールパフォーマンス。
ローカットシューズ用。
メリノウール39％の
保温性能。●素材／メリノウール39％、ナイロン59％、
ライクラ2％

Womenʼs Hike UltralightLow
BD710-260
ウイメンズメリノパフォーマンス・ロー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,300
（税込￥2,530）
￥2,500（税込￥2,750）

Photo : In The Suburbs of Verona（Italy）

女性用ロータイプ●素材／メリノウール39％、ナイロン59％、
ライク

ラ2％●サイズ／ウイメンズS、M ●カラー／ミッドグレー

●サイズ／ユニセックス Ｍ、
Ｌ●カラー／アントラサイト
（チャコール）

Ultralight Low

メリノスポーツ・ロー

BD710-203
￥2,200（税込￥2,420）
メリノスポーツ・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）
くるぶし丈ソックス。
メリノウールの保温性とフィット性に優れている。
●素材／メリノウール34％、ナイロン64％、
ライクラドライ14％、
ライクラ1％
●サイズ／ユニセックス S、
Ｍ、
Ｌ●カラー／Aブラック、Bガンメタル

A

B

ブリッジデイル・防水ストームソックス

ミッドウェイト・ブーツ

A

ブーツレングス
BD710-087
ミッドウェイト・ブーツ・・・・・・・・￥6,200
（税込￥6,820）

ライトウェイト・アンクル

B

丈夫な
ナイロンアウター

通気性能

ハイドロテック
メンブレーン

中厚織り、
くるぶし丈のローカットタイプ。
トレランシューズ向き。

長さ。ハイドロテック防水透湿性皮膜ブーティ内装。

54％、
ポリエステル+ナイロン43.5％､ ライクラ2.5％）
、
メンブレーン
（ポ

リウレタン）
●サイズ／Ｓ、
Ｍ、
Ｌ●カラー／Aブラック、Bカーキ

BD710-090
ライトウェイト・アンクル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,000
（税込￥5,500）

厚織りでクッション性、保温性に優れる。
トレッキングシューズ向きの
●素材／アウター
（ナイロン95％、
ライクラ5％）
、インナー
（メリノウール

くるぶし丈のアンクルタイプ

防水性能
メリノウールライナーの保温性
ハイドロテックメンブレーンラミネート

ハイドロテック防水透湿性皮膜ブーティ内装。

●素材／アウター
（ナイロン95％、
ライクラ5％）
、インナー
（メリノウー

ル45％、
ポリエステル+ナイロン52.5％､ ライクラ2.5％）、
メンブレー

ン
（ポリウレタン）
●サイズ／Ｓ、
Ｍ、
Ｌ●カラー／ブラック

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ----
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ORIGINAL MAGIC MOUNTAIN

Excellence

パックテクノロジー
K2ソロ、Ｋ2プラスの機能

A

主室の荷物が多い場合には雨ぶた
を上へ伸ばして対応できる。

「QOC」
クイックオープンクローズシステムで本体の
開閉がスムーズ。

K2ソロアルファ

軽量 590g
背面長

26L

44cm
B

K2 Solo Alpha 山野井泰史 K2モデル

荷物が少ない場合や雨ぶたを取外して使う際は
ハンドループ中央のバックルとメインストラップの
バックルをつなげて締める。

PCT006A
￥8,800（税込￥9,680）
K2ソロアルファ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,200
（税込￥9,020）
背面長（背負丈）
は44㎝で身長が低い人にも対応します。雨ぶたはザック本体から取外す事が出来て表と裏にポケットがある。本体内側には大きな

（23×18㎝）隠しポケットが付いている。背面の5ミリ厚のウレタンパッドは取外してシットマットに応用する。
「QOC」
トップオープンシステムで荷物の収納と

取出しがスムーズに出来る。肩ベルト裏は通気性維持のためにメッシュが使われています。両側のベルトストラップはテントマットを収納するために特別に
長い物が付けられている。背面トップには1本締めのメインストラップと連結するバックルが付いているので少ない荷物の際にこのバックルを使用します。
●素材／210dリップストップナイロン
（PUコーティング防水）●容量／約26L ●重量／約590g

「ギアーストラップ」本体上部のバックル付きストラッ
プ
（長さ55㎝）
はロープやジャケットを一時的に止め
置く機能。

●サイズ／高さ50、底幅30、底厚17、背面長44（㎝） ●カラー／Aダークグレー、Bロイヤルブルー

A

軽量 630g
背面長

36L

47cm

マットを取付けるためにサイドには特別に
長いベルトストラップが付いている。
B

背中には厚さ5ミリのウレタンパッド
が装着されている。
このパッドは取
外してビバーク用シットマットに応用
できる。

K2 Plus Alpha
PCT005A
￥8,800（税込￥9,680）
K2プラスアルファ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,200
（税込￥9,020）
容量36リットルのK2パック。ボディーのポケットが無いから小物の出し入れは雨ぶたポケットを利用する。雨ぶたは2リットルの容量があり裏側に隠し

ポケットが付いている。
ボディー内部には大きなポケットがあるから貴重品の収納に便利です。
「 QOC」
クイックオープンシステムで荷物の出し入れが
素早く出来る。荷物が特に少ない場合には背面トップのバックルと1本締めのメインストラップを直接連結します。

●素材／210dリップストップナイロン
（PUコーティング防水）●容量／約36L ●重量／約630g ●サイズ／高さ55、底幅31、底厚18、背面長47（㎝）

●カラー／Aネイビー、Bカーキ

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

K2プラスアルファ

ロープ繰り出しがスムーズ
PT ロープバッグ

リング

PT Rope Bag
PCT100RB
PTロープバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
ロープ収納袋。
ロープ端をロープバッグの赤いリング

に止めておくとロープの繰り出しがスムーズです。
確保器からのロープ抜けリスクを防ぐことが出来る。

トレッキングではロングギアーの収納袋として応用
できる。裏面にベルト通しが付けられている。
●素材／210dナイロン
（PUコーティング）
●サイズ／65×25（㎝）●重さ／85g
●カラー／ダークグレー
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トレイルポール
ゆるみ止め装置 SLS
スマートロック&リリース

軽い
荷重
圧力

下段ポールは
空回り

ポールに荷重が掛かると固定装置が

SLS
Smart Lock
System

開放されて下段ポールは空回りしま

す。
この特殊装置で下段ポールがゆ

るむ事はありません。

ゆるみ止め装置
湿地帯

120

52cm

A

C

ジュラルミン 7001
ロング
シュピッツェ

SLS
Smart Lock
System

Quattro Short SLS Ⅱ ロングシュピッツェ

A

B

ジュラルミン 7001

B

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

クワトロショートSLSⅡ

ベーシックTグリップSLS

95

50cm

SLS
Smart Lock
System

Basic T Grip SLS

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

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

MP301SL2
MP402SL
クワトロショートSLSⅡ（4段式1本） ￥7,000（税込￥7,700） ベーシックTグリップ SLS（3段式1本）
（税込￥6,930）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,300
（税込￥6,050）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,500
￥6,000（税込￥6,600）
SLSスマートロック＆リリース 機能。ロングシュピッツェ石突きと
3段伸縮、
プラスチックT型ハンドル付き。
ロングラバープロテクター付き。

SLSスマートロック＆リリース機能。

ポール素材：ジュラルミン♯6061/6061/6061/7001

ポール素材：ジュラルミン♯6061/6061/7001

●サイズ／伸縮長120 ̶52
（㎝）
、
ポール径18̶16̶14̶12
（㎜）

●サイズ／伸縮長95 ̶50（㎝）、
ポール径18̶16̶14（㎜）

●カラー／Aオレンジ、Bブラック、Cグリーン

●カラー／Aネイビー、Bグリーン

●重さ／250g（ラバープロテクター付き）
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●重さ／255g（ラバープロテクター付き）

Accessory
トレイルポール・アクセサリー
MPA03
ラージスノーリング（1個）
（税込￥550）
・・・・・・・・￥500

MPA08
ミニリング（1個）
（税込￥440）
・・・・￥400

MPA04
ラバープロテクター（1個）
（税込￥440）
・・・・・・・・・・・・￥400

MPA04LG
ロングラバープロテクター（1個）
（税込￥495）
・・・・・・・・・・・・￥450

MPA11
ペアークリップ

（ポール経18㎜と16㎜用）

・・・・・・・・￥500
（税込￥550）

ポールバッグ

Pole Bag
MPBAG1
ポールバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
ペアーポール収納バッグ。
短縮長60㎝

ナイロン布地

の I 型グリップポール用。

クランプTグリップ

120

61cm

ショック吸収
リトルスプリング
A

写真：火打山高谷池から天狗の庭へ 撮影：星野秀樹

125

59cm

補助グリップ

B

C

クランプロック

ポールをすばやく
ゆるめて締められる
クランプシステム

Clamp T Grip クランプロック
MP 113T
￥6,800（税込￥7,480）
クランプTグリップ（3段式1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,300
（税込￥6,930）
3段伸縮、補助グリップ付きT型ハンドル。グリップ内部にショック吸収機能付き。長さ調節は
「クラ

ンプロック」方式。
ポール素材：ジュラルミン♯6061/6061/7001

●サイズ／伸縮長120 ̶61（㎝）、ポール径16̶14̶12（㎜）

●重さ／295g（ラバープロテクター付き）●カラー／Aグリーン、Bブラック、Cレッド

ショック吸収
リトルスプリング

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

ジュラルミン 7001

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

Pair Light Alpha ロングシュピッツェ

ロング
シュピッツェ
石突き

C

ジュラルミン 7001

A

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

ペアーライトアルファ

B

MP201WP2
ペアーライトアルファ
（3段式ペアー） ￥13,000
（税込￥14,300）
（税込￥11,880）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥10,800
急な登り坂に備えて補助グリップ（長さ8㎝）
が付いている。
ロング

シュピッツェ付きだからラージスノーリングが使える。
ポール素材：ジュラルミン♯6061/6061/7001

●サイズ／伸縮長125̶59（㎝）、
ポール径16̶14̶12（㎜）

●重さ／230g（ラバープロテクター付き片方）
●カラー／Aブラック、Bレッド、Cネイビー

消音袋付き

A

B

Bear Bell
TY-BB2540
￥1,200（税込￥1,320）
リンリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
（税込￥1,210）
消音用メッシュバッグ付き

●サイズ／ベルの直径40㎜ ●カラー／ベルト色 Aブラウン系、Bオレンジ系
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軽量化とバルブの進化

マジックマウンテンのエアーマット

マット裏面は
滑り止め加工の布地
スーパー
ライトⅡ・
180

エアーの逆流防止
ニューバルブ

565g

エアーの逆流防止
ニューバルブ

スーパーライトⅡ・160

485g
51cm

スーパーライトⅡ・120

370g

ニューバルブ／エアー注入モード

吹き込んだエアーは戻らないから呼気を休

むことが出来る。

写真：春の ヶ岳

撮影地：小熊山

ニューバルブ／エアー放出モード

バルブを裏返して付け変えてマット内の

スーパーライトⅡ

厚さ 25mm

Super Light Ⅱ 3サイズ
ウレタンフォーム内装
●素材／表側：20dポリエステル、裏側：30dポリエステル
（滑り止め

エアーを外へ排出。排出動作を中断しても

外のエアーは入らない。
またエアーをより
早く抜くにはバルブを引き抜いたままマット

をたたむと、
エアーは一気に放出される。

（写真参照）

Air Mat Pump

加工）
、
内側：スーパーライ
トフォーム

●カラー／表：グリーンティー
（裏チャコール）

MM7219SL218
￥9,500（税込￥10,450）
スーパーライトⅡ・180・・・・・・￥9,000
（税込￥9,900）
●サイズ／長さ183、幅51、厚さ2.5（㎝）

●収納／長さ26、直径13（㎝）●重さ／約565g
（マット本体）

MM6319SL216
￥8,900（税込￥9,790）
スーパーライトⅡ・160・・・・・・￥8,500
（税込￥9,350）

エアーマットポンプ

58g

●サイズ／長さ160、幅51、厚さ2.5（㎝）

MMFP08053
￥2,400（税込￥2,640）
エアーマットポンプ・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

MM4819SL212
￥7,300（税込￥8,030）
スーパーライトⅡ・120・・・・・・￥7,000
（税込￥7,700）

して空気を送り込みます。
長くて厚いエアーマッ
トを呼気に代えて

●サイズ／長さ122、幅51、厚さ2.5（㎝）

●サイズ／21×13×7.5（㎝）●収納／長さ15、直径5（㎝）

●収納／長さ26、直径12（㎝）●重さ／約485g
（マット本体）

●収納／長さ26、直径10（㎝）●重さ／約370g
（マット本体）

56

エアーマットのバルブにつなげて使う。
ポンプの穴を手の平で押
楽にふくらませる事が出来ます。
口を使わないので衛生的です。
●重さ／58g

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

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

Tent Pillow
柔らかい肌ざわり
マジックマウンテンのキャンプ枕

A

B

MMPI-105M
￥2,800（税込￥3,080）
テントピロー・・・・・・・・・・・・￥2,500
（税込￥2,750）
ポリエステルストレッチ布地でソフトな感触です。

スポンジ片内蔵

●サイズ／長さ42、幅22（㎝）●収納長20、
直径8（㎝）
●重さ／150g（収納袋込）

●カラー／Aブラウン、Bブリックレッド

Sierra Peaks
180/165

シエラピークスのバルブ
ポンプスタッフバッグでエアーを注 入する際

New

エアーは戻らないから楽です。
また収納時、
エアー

を抜くには赤いバルブ全体を引き抜いてマット

ハニーセルエアーマット

下部から折りたたみます。

「シニー」保温綿内蔵、

52cm
シエラピークス・
180

PUV21新型バルブ付き。

ポンプ機能スタッフバッグ。

530g

●素材／表裏：30dポリエステル、内側：シニー化学綿

●カラー／表マスタード、裏ダークグレー●付属品／エアーポンプ
付き収納袋

シエラピークス・
165

エアーポンプ付きの
専用スタッフバッグ

500g
MM7212SP180
￥18,000（税込￥19,800）
シエラピークス・180・・・・・￥16,000
（税込￥17,600）

マットの収納バッグにはエアーポンプが付いて
いる。
シエラピークス

●サイズ／長さ183、最大幅52、厚さ5.5（㎝）

●収納／長さ25、直径9（㎝）●重さ／約530g
（マット本体）

MM 6612SP165
￥17,300（税込￥19,030）
シエラピークス・165・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）
●サイズ／長さ168、最大幅52、厚さ5.5（㎝）

●収納／長さ25、直径8（㎝）●重さ／約500g
（マット本体）

シエラピークス

厚さ 55mm
エアーポンプ

ナノテクシットマット
・脱臭・抗カビ・抗菌性
リムピッドは超微細な
「シリカ」粒子と
「シルバー」粒子
を結合させたナノテクノロジー新素材。
シリカの脱臭
NANO
EFECT

LIMPID

性と抗カビ性、
シルバーの抗菌性を合わせ持つ特性
がメッシュに施されています。

リム ピッド メッシュ

A

B

JW101
￥1,300（税込￥1,430）
（税込￥1,210）
ナノテクシットマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
4つ折り式で収納袋付き●素材／EVAポリウレタンフォーム、表面材（ポリエステルメッシュ）
●サイズ／38×31（㎝）、折りたたみ時31×9.5×3.2（㎝） ●重量／44g
（本体）
●カラー／Aネイビー、Bバーガンディー、Cキィウィグリーン

C

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

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

サーマルグラブ
ポリコロン繊維（ショーラー製）
●ポリコロンは水分を吸収しないで汗の湿気を外側へ追
い出す作用をして乾燥が早い。
●ポリコロンはかなり頑丈でアイロン熱や摩擦に強い。

KL100
コーラ・サーマルグラブ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
●サイズ／M/L、L/XL
●カラー／ブラック

●素材／ポリコロン
（メラクロンポリプロピレン）97％、
ライクラ3％
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フォールディングザック

フォールディングザック

25L

軽量 365g

Folding Sack
MG2025
フォールディングザック ￥5,200（税込￥5,720）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,500
（税込￥4,950）
小さく折りたたんで内側の小物ポケットへ収納できる。特殊

パッド詰めメッシュの肩ベルトはリフレクション発光で夜間使用

に備える。

●素材／210ｄリップストップ

ナイロン
（PUコーティング防水）
●容量／約25L

●重量／約365g

●サイズ／高さ47、底幅29、
底厚18 、背面長44（㎝）
●カラー／Aブルー、
Bブラック、Cラスト

内ポケットへ折り込んで
小さく携帯できる。

C

B
A

スーパーサブザック

15L 180g

Super Subsack
MG2015
スーパーサブザック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,000
（税込￥4,400）
フロントポケットへまるめ込んで収納できる。
リフレクション発光
の肩ベルト。

●素材／30ｄリップストップ

ナイロン
（シリコン防水）
●容量／約15L
●重量／180g

●サイズ／高さ45、底幅28、
底厚13 、背面長45（㎝）
●カラー／Aブルー、
Bブラック、Cネイビー

外ポケットへ丸め込んで
小さく携帯できる。

A

B

C
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ギアープロテクション
ロングギアーポケット

使用例

200g

MM
クランポンサック

120g

フォールディング
ポールケース

60g

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

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

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

48cm

MG146
MMクランポンサック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）
シンプルタイプのクランポン収納バッグ。脱いだばかりのクランポン左右を重ねてそのまま収納する事が出
ベルト通し

来る。裏側にはザックへ固定するデイジーストラップ付き。
ロールアップ締め。

●サイズ／47×22
（ ㎝）
●素材／420dナイロン
（PVCコーティング）●重量／120g

MG145
￥3,300（税込￥3,630）
ロングギアーポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,000
（税込￥3,300）

MPFPC
フォールディングポールケース・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

ルックサックのフロント面に取付けて、
スノーシューのヒール先端を差し込んで用います。他にスノーボー

折りたたみ長42㎝ のペアーポールを収納できる。
片面に6段 のベルト通しストラップがありバックパックへ

●サイズ／31×26×5㎝●素材／420dナイロン
（PVCコーティング）●重量／200g

●素材／210dリップストップナイロン
（PVCコーティング）●サイズ／48×18（㎝）
●重量／60g

ド、
スノーショベル及びカメラ用三脚等の携行も楽に出来ます。

取付け出来る。

シームレスドライポーチ
TPUの透明窓だから中の収納物が分かる。
ミシンの縫目がない接着仕上げです。止水ジッパー使用。
●素材：75dリップストップポリエステル、透明窓T . P . U（
. サーモプラスチックポリウレタン）
A

New
Color

A
B

B

シームレス
ドライポーチ・2

シームレスドライポーチ・1

MMSDP1
シームレスドライポーチ・1 ￥1,900（税込￥2,090）
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
●サイズ／16×11×6（㎝）●容量／約1リットル
●カラー／Aイエロー､Bレッド
（白十字ロゴ）

MMSDP2
シームレスドライポーチ・2 ￥2,400（税込￥2,640）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）

DRY
POUCH
SEAMLESS

撮影地：小熊山林道（長野県大町市）

コンプレスドライバッグ

●サイズ／23×11×10（㎝）●容量／約2リットル
●カラー／Aグリーン､Bレッド（白十字ロゴ）

MMSDP4
シームレスドライポーチ・4 ￥2,900（税込￥3,190）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）

シームレス
ドライポーチ・4

●サイズ／25×18×10（㎝）●容量／約4リットル
●カラー／ブルー

5L /7L /10L /15L /20L /25L

丸底型

●素材：30dリップストップポリエステル（TPUラミネート防 水加工）
、

ミシンの縫い目がありません。TPUの透明窓が

透明窓T .P .U（
. サーモプラスチックポリウレタン）

付いているので収納物が外から分かります。
コンプレッサーバルブが付けられたのでバッグ

MMCPDB5L
￥2,800（税込￥3,080）
コンプレスドライバッグ5L・・・・・・￥2,400
（税込￥2,640）

を圧縮すると、内側のエアーは外へ出されて

●サイズ／底径16×42（㎝）●容量／約5リットル
（丸底形状）

戻らない。バルブは防水で外からの水の浸入

●カラー／オレンジ

はありません。

寝袋が
こんなに
圧縮出来る

MMCPDB7L
￥3,000（税込￥3,300）
コンプレスドライバッグ7L・・・・・・￥2,600
（税込￥2,860）
●サイズ／底径16×45（㎝）●容量／約7リットル
（丸底形状）

DRY
BAG
COMPRESS

●カラー／グリーン

MMCPDB 10L
￥3,200（税込￥3,520）
コンプレスドライバッグ10L・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）
●サイズ／底径16×54（㎝）

●容量／約10リッ
トル
（丸底形状）●カラー／アクアブルー

MMCP DB15L
￥3,700（税込￥4,070）
コンプレスドライバッグ15L・・・・・￥3,200
（税込￥3,520）
●サイズ／底径21×59（㎝）

●容量／約15リットル
（丸底形状）●カラー／オレンジ

MMCP DB20L
￥4,000（税込￥4,400）
コンプレスドライバッグ20L・・・・・￥3,500
（税込￥3,850）

コンプレス
ドライバッグ 7L 、20L
コンプレス
ドライバッグ 5L、15 L

コンプレス
ドライバッグ
10L、25L

バッグ内のエアーを押し出したら
エアーは戻らない。防水バルブ。

●サイズ／底径24×59（㎝）

●容量／約20リットル
（丸底形状）●カラー／グリーン

MMCP DB25L
￥4,200（税込￥4,620）
コンプレスドライバッグ25L・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）
●サイズ／底径24×64（㎝）●容量／約25リットル
（丸底形状）
●カラー／アクアブルー
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トレイルチェアー
軽量290グラム

B

A

トレイルチェアー

MC100
￥5,400（税込￥5,940）
トレイルチェアー・・・・・・・・・・・￥5,000
（税込￥5,500）
折りたたみ小型椅子。
ジュラルミン細径ポールは超軽量です。
収納袋付き。

折りたたみ長38㎝
トレイルチェアー

●素材／ジュラルミン＃7075、
ナイロンシート ●重量／290g
（収納

袋込）
●サイズ／使用時高さ30、
シート幅27、折りたたみ長38
（㎝）
●カラー／アルミ脚色 Aブラック、
Bシルバー／シート色ブラック

写真：林恭子、山野井泰史

ピボットミニチェアー

撮影者：鈴木岳美

場所：オルコ渓谷（イタリア）

回転する折りたたみ椅子

360度回転軸付き
耐荷重
使用座高

ピボット回転軸

120kg

38cm

パッド詰めで気持ち良い座り心地

New

MMPVC-MINI
￥5,800（税込￥6,380）
ピボットミニチェアー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,500
（税込￥6,050）
スイベル回転式3脚、折りたたみ小型チェアー。
シートはパッド詰めで座り心地が良い。
●重量／550g
（収納袋込）●サイズ／使用時：高さ38、
シート幅32 ､折りたたみ長28
（㎝）
●ジュラルミン脚径／φ13㎜ ●耐荷重／120kg ●シート色／グレー
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コンパクト
折たたみ長28㎝

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

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

TL-BFTM
ビッグフィート・ミニ（3個セット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
（税込￥1,100）
●重量／16g（1個）●サイズ／接地面径φ48㎜

コーラ・アルペンサングラス

POLARIZED
GLARE BLOCKING
POLYCARBONATE

偏光レンズ

A

軽量

24g

KLCA-1115M
サングラスケース・M

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
（税込￥1,100）

B

Val Ferret

●ハードケース、普通型グラス用

KLST-2509
￥5,800（税込￥6,380）
ヴァルフェレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5, 40（
0 税込￥5, 940）

KLCA-1115L
サングラスケース・L

●サイズ／内径16×7×6（㎝）●重量／48g

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
（税込￥1,100）

★特長／偏光ポラライズドレンズ●レンズ／タイプ：偏光フラッシュミラー、
濃度：カテゴリー3
（普通）
、
アンチフォグ曇り止め、
透光率：11〜12％
●テンプル／プラスチック●重量／24g●フレームカラー／Aブラック、
Ｂデミブラウン●サングラスケース付き

●ハードケース、雪山用特殊グラス用

●サイズ／内径16×8×7（㎝）●重量／67g

偏光レンズ

Nose Pad
ノーズパッド
形状調節式
ラセイニュ

A

軽量

B

20g

La Seigne

ノーズパッド

KLST-1481P
ラセイニュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,400
（税込￥7,040）
★特長／偏光ポラライズドレンズ、軽量アルミフレーム●レンズ／タイプ：偏光、
濃度：カテゴリー3
（普通）
、
アンチフォグ曇り止め、透光率：11〜12％ ●ノーズパッド／形状調節式
●テンプル／アルミニウム●重量／20g ●フレームカラー／Aフレーム：シャイニーブラック
（レンズ：スモーク）
、
Ｂフレーム：シルバー
（レンズ：ブラウン）●サングラスケース付き

ミニオーバルカラビナ

New

タテ外径

ワイヤーキーリング

58mm

Mini Oval
ミニオーバルビナー

ワイヤー
キーリング
M

ワイヤー
キーリングS
A

B

C

D

E

11g

MM-TYKC15S
ワイヤーキーリングS（2個）
・・・・・￥430
（税込￥473）
ステンレススチールのワイヤーリング。
スクリュー環付き。2個セット

強度

MM-TYAOH658A
ミニオーバルビナー・・・・・・・・・・・・￥840
（税込￥924）

●サイズ／ワイヤー径φ1.5㎜ 、
リング直径φ40㎜ ●カラー／シルバー

4kN

MM-TYKC15M

直径6ミリフレームのミニカラビナ。
ストレートゲート●素材／ジュラルミン＃7075 ●サイズ／タテ径58㎜ 、開口幅13 ㎜●重量／11g ●強度／4kN
●カラー／Aレッド、Bブラック、Cライトグリーン、Dチタングレー、Eライトブルー

ワイヤーキーリングM（2個）
・・・・・・￥480
（税込￥528）
2個セット●サイズ／ワイヤー径φ1.5㎜ 、
リング直径φ50㎜

Mini Oval
Screw
ミニオーバルスクリュー

A

B

C

D

A

E

B

C

13g
New

MM-TYAOH658L
ミニオーバルスクリュー・・・・・・・・￥900
（税込￥990）

強度

4kN

安全環スクリュー付きのミニカラビナ。
●素材／ジュラルミン＃7075 ●サイズ／タテ径58㎜ 、開口幅11 ㎜●重量／13g ●強度／4kN

●カラー／Aレッド、Bブラック、Cライトグリーン、Dチタングレー、Eライトブルー

MM-TYKC15C
ワイヤーカラーリング（2個）
・・・・￥580
（税込￥638）
ポリウレタンチューブを被せたスチールワイヤーリング。
スクリュー環付

き。
チューブカラー3色。
同色2個セッ
ト●サイズ／ワイヤー径φ1.5㎜ 、

リング直径φ40㎜ ●カラー／Aクリアー
（透明）
、
Bブラック、
Cブルー
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コーラ・アクセサリーカラビナ
Flat Mini 2
MK2
フラットミニ・2（7色）
（税込￥363）
・・・・・・・・・・・・￥330

A

B

C

D

E

F

F

●サイズ／タテ径40㎜

●カラー／Aネイビー、
Bレッド、
Cブラック、

Dグリーン、
Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド

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

Flat Mini 3
A

MK3
フラットミニ・3（7色）
（税込￥396）
・・・・・・・・・・・・￥360

B

C

D

E

F

G

●サイズ／タテ径51㎜

●カラー／Aネイビー、
Bレッド、
Cブラック、

Dグリーン、
Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド

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

Egg Mini
MK5
エッグミニ（7色）
（税込￥660）
・
・・・・・・・・・・・￥600

A

B

C

D

E

F

G

●サイズ／タテ長62㎜

●カラー／Aネイビー、
Bレッド、
Cブラック、

Dグリーン、Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド

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

Flat Mini 6
MK6
フラットミニ・6（7色）
（税込￥363）
・・・・・・・・・・・・・￥330

A

B

C

D

E

F

G

●サイズ／タテ径50㎜

●カラー／Aネイビー、
Bレッド、
Cブラック、

Dグリーン、
Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド

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

Flat 7
MKF7
フラット・7（7色）
（税込￥550）
・・・・・・・・・・・・￥500
●サイズ／タテ径63㎜

●カラー／Aネイビー、Bレッド、Cブラック 、
Dグリーン、Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド
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A

B

C

D

E

F

G

コーラ・ホイッスル
Whistle
MK12
ホイッスル
（5色）
・・・・・・・・￥580
（税込￥638）
キーリング付きの小型警笛
●サイズ／タテ52㎜ 、直径9㎜
●カラー／Bレッド、
Cブラック、
Dグリーン、
Eチタングレー、
Fライトブルー

B

C

D

B

C

D

E

F

Large Whistle
MK13
ラージホイッスル
（5色）
・・
・・・・・・￥700
（税込￥770）
大型で音量が大きい
●サイズ／タテ64㎜ 、
直径11㎜
●カラー／Bレッド、
Cブラック、
Dグリーン、
Eチタングレー、
Fライトブルー

Location: Lago Del Miage Val Veny Italy

E

F

マイクロスクリュー

Micro Screw
MK4
マイクロスクリュー（7色）
（税込￥363）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥330

A

B

C

D

E

F

G

スクリューでゲート開閉
●サイズ／タテ径48㎜ 、
フレーム直径3㎜
●カラー／Aネイビー、
Bレッド、
Cブラック、

Dグリーン、
Eチタングレー、Fライトブルー、
Gゴールド

ミニベル
B

C

D

B

E

D

E

F

C

F

ダブルゲートS

Mini Bell

Double Gate S/M

MK21
ミニベル（5色）
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,350
（税込￥1,485）

MK24
ダブルゲートS（5色）

ダブルゲートM

MK25
ダブルゲートM（5色）

真鍮製のミニサイズベル、
高く澄んだ鈴音が出る。

（税込￥825）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥750

（税込￥990）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥900

●サイズ／カラビナタテ径48㎜、
ベル高22㎜ ●重さ／18グラム

●サイズ／タテ径50㎜ ●カラー／Bレッド、Cブラック、

●サイズ／タテ径68㎜ ●カラー／Bレッド、Cブラック、

●カラー／カラビナ色：Bレッ
ド、
Cブラック、
Dグリーン、
Eチタングレー、Fライ
トブルー

Dグリーン、
Eチタングレー、
Fライトブルー

Dグリーン、
Eチタングレー、
Fライトブルー
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ロックテリクス
セーフティーカラビナ
Photo：Monte B ia nc o（Mont B la nc S outh S ide）

0194

ロックテリクスの出荷前検査

2008

PT10kN

0321
1019

Proof Load Tested 10kN

2777

10kNのプルーフロード検査済み

ロックテリクスの
と表示されています。
これは10キロニュー
トンの引張強度検査が済んでいる証
明です。
この検査は、ゲートが正常に
機能するかをチェックします。
またアル
ミ材料の傷や製造工程での不具合い
が検出されます。
ロックテリクスのカラ
ビナは、1個1個すべてこの検査をして
から出荷されています。

10kNの強度検査

凹状溝
リベッティングシステム
ゲートスプリング

ゲートスプリングφ0.8mm
クライミング用カラビナはゲートを弱い指の力
でも楽に開けられるように直径0.8㎜のスプ

（標準的カラビナは直径0.9㎜）
リングを採用しました。
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リベットを保護する小さなこだわり

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

安全へのこだわり

Dura Thirty

タテ径

113mm

EN 362
EN 12275

ジュラサーティー
●強度／30─9─8kN ●開口幅／21㎜
●カラー／アンバー
（琥珀色）

30kN

ロック確認用
テリクスマーク付の
ゲートバー
ジュラサーティー
スクリュー

86g
RTAC708W
ジュラサーティースクリュー
￥1,900（税込￥2,090）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,650
（税込￥1,815）
●スクリューロックゲート●カラー／スクリュー部ゴールド

ジュラサーティー
クイックロック

90g

RTAC708T
ジュラサーティークイックロック ￥2,100（税込￥2,310）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）
●2段階手動オープンゲート●カラー／ストッパー部グリーン

ジュラサーティー
トリプルロック

90g

RTAC708P
ジュラサーティートリプルロック ￥2,200（税込￥2,420）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
●3段階手動オープンゲート●カラー／ストッパー部ブルー

roc’teryx

Large Size Carabiner

Grande

タテ径

125mm

グランデクイックロック

25kN

96g

グランデ
トリプルロック

97g
グランデ
スクリュー

●強度／25─10─8kN

90g

グランデストレート

New

90g
ゲート開口幅

28㎜

RT12122N
￥1,800（税込￥1,980）
グランデスクリュー・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
●開口幅／25㎜ ●カラー／グレー

A

RT12122/2T
￥2,000（税込￥2,200）
グランデクイックロック・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）
B

●開口幅／25㎜ ●カラー／グレー

RT12122S
￥1,500（税込￥1,650）
グランデストレート
（2色）
・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）
●開口幅／28㎜ ●カラー／ゲート：Aレッド、Bブルー

RT12122/3T
グランデトリプルロック ￥2,400（税込￥2,640）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）
New

●開口幅／25㎜ ●カラー／シルバー

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

SBS

タテ径

115mm

25kN

●強度／25─10─7kN ●開口幅／22㎜ ●カラー／グレー

SBS
スクリュー

SBS
クイック
ロック

A249N12117
￥1,700（税込￥1,870）
SBSスクリュー ・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
A24912117／2Ｔ ￥1,900（税込￥2,090）
SBSクイックロッ ク・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）

81g

88g

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

プリーを取付けられる
タテ径

110mm

新型ノーズ、
プリーEVO

25kN

New

●サイズ／タテ径110㎜ ●開口幅／167㎜ ●強度／25─8─7kN ●カラー／ブラック●認証／CE0194 、EN12275
プリーEVOスクリュー

75g

プリーEVOクイック

82g

プリーEVOトリプル

83g

新型
ノーズ

RTAV12110N
RTAV12110 /2T
RTAV12110 /3T
プリーEVOスクリュー
プリーEVOクイック
プリーEVOトリプル
・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）
・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）
・・・・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）
（税込￥2,200） ●重量／82g ￥2,200（税込￥2,420） ●重量／83g ￥2,400（税込￥2,640）
●重量／75g ￥2,000

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

大型カラビナシリーズ

Strong

タテ径

120mm

EN 362

●強度／25─8─7kN ●開口幅／22㎜ ●カラー／ブラック

25kN
ストロングスクリュー

92g

RTA2120N
ストロングスクリュー ￥1,800（税込￥1,980）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
フレームは太径のφ12ミリ。頑丈な多目的スクリューロック。

ストロングクイックロック

98g

A2120-12120/2T
ストロングクイックロック ￥2,000（税込￥2,200）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,700
（税込￥1,870）
フレームは太径のφ12ミリ。頑丈な多目的クイックロックモデル。

HMS Deco

タテ径

110mm

●強度／24─10─7kN
●開口幅／22㎜
●カラー／レッド

HMSデコスクリュー

75g

AMG13111N
HMSデコスクリュー ￥1,700（税込￥1,870）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
HMS丸型ヘッドでキーロックゲート。

HMSデコクイックロック

82g

AMG13111/2T
HMSデコクイックロック ￥1,900（税込￥2,090）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,700
（税込￥1,870）
自動ロック安全環付きでキーロックゲート。
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roc’teryx

タテ径

107mm

外径107㎜は親指以外の4本指が 楽に入ります。

●強度／25─7─7kN ●カラー／ボディー：Aグレー、Bレッド

25kN

B

テトンストレート

53g
AMG11107S
￥1,400（税込￥1,540）
テトンストレート
（2色）
・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
●開口幅／22㎜

B

テトンスクリュー

A

60g
AMG11107N
￥1,700（税込￥1,870）
テトンスクリュー（2色）
・・・・・・・￥1,400
（税込￥1,540）
●開口幅／20㎜

B

テトンクイックロック

A

68g
AMG11107/2T
￥1,800（税込￥1,980）
テトンクイックロック（2色）
・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
●開口幅／20㎜

HMS Midi

ミディシリーズ

タテ径

102mm

高強度28キロニュートン
●強度／28─9─8kN ●開口幅／22㎜ ●カラー／グレー

28kN
HMSミディ
スクリューAT

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

75g

HMSミディ
スクリュー

72g

RTAF843KW
￥2,000（税込￥2,200）
HMSミディスクリュー・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
RTAF843KWP
HMSミディスクリューAT ￥2,300（税込￥2,530）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
内側にアンチツイストサブゲートが付いているのでカラビナの回転

が抑えられる。

HMSミディクイックロック

78g

28kN

HMSミディ
クイックロックAT

81g
RTAF843KT
￥2,300（税込￥2,530）
HMSミディクイックロック・・・￥1,900
（税込￥2,090）

RTAF843KTP
HMSミディクイックロックAT ￥2,600（税込￥2,860）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）
アンチツイストサブゲートでカラビナの回転が抑えられる。

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

Power Series

タテ径

98mm

25kN

●強度／25─8─7kN ●カラー／ブラック

RTAKG11096
パワー25ストレート
・・・・・・・・・・・・・・・・
・￥1,200
（税込￥1,320）
（税込￥1,430）
●開口幅／19㎜ ￥1,300
RTAKG11096N
パワー25スクリュー
・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,400
（税込￥1,540）
（税込￥1,650）
●開口幅／16㎜ ￥1,500
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A
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Teton テトンシリーズ

Middle Size Carabiner

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

パワー25
ストレート

48g

パワー25
スクリュー

56g

Zion Series
ザイオンシリーズ

タテ径

100mm

●強度／24─9─8kN ●カラー／ボディー：Aラスト、Bブルー

B

ザイオン
ストレート

45g
A
スリップ止めの刻み

RTAF841KS
￥1,500（税込￥1,650）
ザイオンストレート
（2色）
・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）
●開口幅／20㎜

B
スーパー
ベント
ゲート
ザイオン
スーパーベント

46g

A

スリップ止めの刻み

RTAF841KBS
ザイオンスーパーベント
（2色） ￥1,800
（税込￥1,980）
（税込￥1,650）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・￥1,500
ゲートコントロールがしやすくてロープセットの失敗がない。
●開口幅／25㎜

ザイオンスクリュー

51g
ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

B
A
スリップ止め
の刻み

RTAF841KW
￥1,800（税込￥1,980）
ザイオンスクリュー（2色）
・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
●開口幅／17㎜

ノーズフリーライト

タテ径

97mm

外向きノーズ

New

B
A
軽量

ノーズフリーライト

38g

20kN

RTAF905KS
￥1,500（税込￥1,650）
ノーズフリーライト・・・・・・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）
ノーズの形状が外向きにデザインされて、
プロテクションへのクリッ
プの際、手首を大きく曲げなくても済む。回収もスムーズです。
●強度／20─8─8（kN）●開口幅／23㎜ ●重さ／38g
●カラー／Aチャコールグレー、Bゴールド

Jack Carabiner
ハーネス専用ジャック改良型
EN 12275

New

2777

ジャック
スクリューEVO

ゲート開口幅

20㎜

タテ径

116mm 83g

RTAF882KWE
￥2,500（税込￥2,750）
ジャックスクリューEVO ・・・・￥2,200
（税込￥2,420）
安全環スクリューゲート。
ハーネスのビレーリングへ通す
「関門」
が狭

くなり扱いやすくなった。

●タテ径／116㎜ ●重量／83g ●強度／21─9─8（kN）
●開口幅／20㎜ ●カラー／ダークグレー
（ブルーゲート）

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

Location: Lago Del Miage Val Veny Italy

roc’teryx

Oval Carabiner

Oval mini Series オーバルミニシリーズ

タテ径

97mm

●強度／24─8─7kN ●カラー／アンバー
（琥珀色）

ロック確認用テリクスマーク付のゲートバー

オーバルミニスクリュー

オーバルミニストレート

56g

オーバルミニクイックロック

63g

オーバルミニトリプルロック

67g

RTAF918KS
オーバルミニストレート

RTAF918KT
オーバルミニクイックロック ￥2,100（税込￥2,310）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）

￥1,700（税込￥1,870）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,450
（税込￥1,595）
●開口幅／20㎜ ●カラー／ゲート部ダークグレー

RTAF918KW
オーバルミニスクリュー

●開口幅／17㎜ ●カラー／ストッパー部グリーン

￥1,950（税込￥2,145）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,650
（税込￥1,815）
●開口幅／17㎜ ●カラー／スクリュー部ゴールド

68g

RTAF918KP
オーバルミニトリプルロック ￥2,200（税込￥2,420）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
●開口幅／17㎜ ●カラー／ストッパー部ブルー

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

Tuolumne Series ツオラミシリーズ

タテ径

97mm

●強度／24─8─8kN ●カラー／ボディー：Aスチールブルー、Bリアルグリーン、Cシルバー、Dブラック ●認証／CE0321 、EN12275

ツオラミベント

41g

B

A

ツオラミ
ストレート

41g

B

A
D

C

D

RTAF818KS
￥1,400（税込￥1,540）
ツオラミストレート
（4色）
・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
●開口幅／19㎜ ●カラー／A、
B、
C、
D

RTAF 818KB
ツオラミベント
（3色）
・・・・・・・・・￥1,250
（税込￥1,375）
●開口幅／22㎜ ●カラー／A、
B、
D

ツオラミスクリュー

A

ツオラミベント
ワイヤー

45g

B

A

D
ロック確認用
テリクスマーク付の
ゲートバー

RTAF 818KW
￥1,700（税込￥1,870）
ツオラミスクリュー（3色）
・・・・￥1,400
（税込￥1,540）
●開口幅／16㎜ ●カラー／A、
B、
D

34g

B

RTAF 805BW
ツオラミベントワイヤー（2色）
（税込￥1,100）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
●開口幅／27㎜ ●カラー／A、
B
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Small Size Carabiner

ライトシリーズ

タテ径

95mm

●強度／22─7─7kN ●カラー／ゲート：Aブルー、
Bレッド、
Cグレー

ワイヤーライトⅡ

幅広ノーズ

ワイヤーライトⅡ

37g
A
B
C

RTAMG12094W2
￥1,000（税込￥1,100）
ワイヤーライトⅡ
（3色）
・・・・・・・・・・・・￥900
（税込￥990）
幅広ノーズでワイヤーゲートが守られる。
●開口幅／28㎜
●カラー／ボディ：Aブルー、
Bレッド、
Cシルバー

ストレートライト

40g

A
B
C

40g

AMG12094B
￥1,200（税込￥1,320）
ベントライト
（2色）
・・・・・・・・・・・・￥1,000
（税込￥1,100）
●開口幅／21㎜ ●カラー／A、
B

68

A

C

B

28g
AMG11090WG
￥980（税込￥1,078）
ライトテック（3色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥880
（税込￥968）
●強度／22─7─7kN ●開口幅／24㎜ ●重さ／28g ●カラー／Aグリーン、Bラスト、Cブルー

新型外向きノーズ

A

New

B

C

D

RTAMG11090S2
￥1,200（税込￥1,320）
ライトテックノーズフリー（4色）
・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
（税込￥1,100）

ライトテックノーズフリー

35g

ノーズの形状が外向きにデザインされて、ハンガーへのクリップと回収がスムーズです。

●強度／22─7─7kN ●開口幅／18㎜ ●重さ／35g ●カラー／Aグリーン、Bラスト、Cブルー、Dシルバー

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

Angel Carabiner

1019

22kN

エンジェルカラビナ
タテ径

22

7

7

27 5: 201
EN12
3

kN

93mm

●強度／22─7─7kN ●開口幅／23㎜ ●重さ／37g

●カラー／Aチタン、Bブルー、Cレッド、Dグリーン、Eブラック

RTAGS12099W
￥900（税込￥990）
エンジェル（5色）
・・・・・・・・・・・・・￥840
（税込￥924）

1120

B

ライトテック

WG

A

90mm

AG S - 12 0 9 9

ベントライト

タテ径

R

●開口幅／19㎜ ●カラー／A、
B、
C

Light Tech Series ライトテックシリーズ

1019

AMG12094S
￥1,150（税込￥1,265）
ストレートライト
（3色）
・・・・・・・・・・￥960
（税込￥1,056）

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

Light Series

A

37g

New

B

C

エンジェルカラビナ

D

E

2777

Tre Cime Carabiner

EN 12275

幅広ノーズ、
トレチーメ
90mm

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

タテ径

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

25kN

幅広ノーズのメリット

8ヶ所の凸起

ワイヤーゲートが岩に触れてゲートが開いてしま

幅広ノーズ

うリスクがあります。幅広ノーズがワイヤーを守
り、
ワイヤーゲートが岩角やロープに当たるリスク
を減らします。
RTAF904BW
トレチーメ（7色） ￥1,050（税込￥1,155）
（税込￥1,045）
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・￥950
●強度／25─8─7kN ●開口幅／24㎜

A

●重さ／31g

B

C

●カラー／Aゴールド、Bレッド、Cパープル、

Dグリーン、Eネイビーブルー、Fシルバー、
Gブラック

ゲート
開口幅

24㎜

トレチーメ

31g

D

E

F

G

8ヶ所の凸起が
ロープクリップを
補佐する。

Angel Pack

1019

22kN

エンジェル2個パック
RTAGS12099W2
エンジェルパック（2個） ￥1,700（税込￥1,870）
（税込￥1,650）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
エンジェルカラビナ同色2個のパッケージ。

●カラー／Aチタン、
Bブルー、Cレッド、Dグリーン、Eブラック
A

B

C

D

E

RTAF904PK
トレチーメパック

￥7,000（税込￥7,700）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,000
（税込￥6,600）

トレチーメカラビナの7色セット。
カムのサイズ別色分けに良い。

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

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

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

トレチーメ7色パック

Super Mini Screw

28g
A2440LKN
スーパーミニスクリュー ￥1,050（税込￥1,155）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥900
（税込￥990）
細径φ8ミリフレームの超小型モデル。使用者の体重は支えま

すが落下荷重には耐えられません。

●タテ径／80㎜ ●強度／14kN ●開口幅／15㎜
●素材／ジュラルミン＃7075

●カラー／Aシルバー、Bブラック
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エクスプレススリングドローセット
------------------------------------------------------------------------------------ -

ライトテック
NF11セット

ライトテック
NF18セット

B

C

A

Light Tech
Nose Free Set

New

RT11090NF11
￥2,500（税込￥2,750）
ライトテックNF 11セット
（3色）
・
・
・￥2,200
（税込￥2,420）
●セッ
ト／ライ
トテックノーズフリー+ライ
トテック
（テリクススリング11㎝）
●カラー／Aグリーン、Bラスト、Cブルー ●重さ／74g

RT11090NF18
￥2,550（税込￥2,805）
ライトテックNF 18セット
（3色）
・
・
・￥2,300
（税込￥2,530）
●セッ
ト／ライ
トテックノーズフリー+ライ
トテック
（テリクススリング18㎝）
●カラー／Aグリーン、Bラスト、Cブルー ●重さ／79g

ワイヤーライト
セット

A

B

Wire Light Set

RT12094WW11
ワイヤーライトセット
（2色）￥2,100
（税込￥2,310）
（税込￥2,090）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
●セット／ワイヤーライトⅡ+ワイヤーライトⅡ

（ナイロンスリング長11㎝×幅16 ㎜ 、
ストッパーなし）
●カラー／Aシルバー+ブルー、Bシルバー+レッド
●重さ／84g

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

ライトSW
17セット

A

B

Light SW Set
RT12094SW11
￥2,450（税込￥2,695）
ライトSW11セット（2色）
・・・・・・￥2,100
（税込￥2,310）
●セット／ストレートライト+ワイヤーライトⅡ
（ポリアミドスリング11㎝

×幅21㎜）●カラー／Aブルー、Bレッド●重さ／92g

RT12094SW17
￥2,500（税込￥2,750）
ライトSW17セット
（2色）
・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）
●セット／ストレートライト+ワイヤーライトⅡ
（ポリアミドスリング17㎝

×幅21㎜）●カラー／Aブルー、Bレッド●重さ／99g
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--------------------------------------------------------------------------------------- -

ライトSW
11セット

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

roc’teryx

ライトSB
17セット

ライトSB
11セット

A

B

Light SB Set
RT12094SB11
￥2,650（税込￥2,915）
ライトSB11セット（2色）
・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）
●セット／ストレートライト+ベントライト
（ポリアミドスリング11㎝×
幅21㎜）●カラー／Aブルーゲート、Bレッドゲート●重さ／95g

RT12094SB17
￥2,700（税込￥2,970）
ライトSB17セット（2色）
・・・・・・￥2,300
（税込￥2,530）
●セット／ストレートライト+ベントライト
（ポリアミドスリング17㎝×
幅21㎜）●カラー／Aブルーゲート、Bレッドゲート●重さ／102g

ダイニーマ エクスプレススリング
11㎝/18㎝
強度

テリクススリング18

22kN

1019
テリクススリング11

A

B

C

D

E

RTDYM11
テリクススリング11
（ストッパー付き）
（税込￥550）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥500
●サイズ／幅13㎜、長さ11 ㎝

●カラー／Aブラック
（赤糸）、Bブルー
（黒糸）、
Ｃオレンジ
（黒糸）、
Dアクア
（青糸）、Eライム
（緑糸）

●重さ/9g
（ストッパー付き） ※Rock Empire製品

RTDYM18
テリクススリング18
（ストッパー付き）
（税込￥660）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥600
●サイズ／幅13㎜、
長さ18 ㎝

●カラー／Aブラック
（赤糸）、Bブルー
（黒糸）、

Ｃオレンジ
（黒糸）、Dアクア
（青糸）、
Eライム
（緑糸）

●重さ/12g
（ストッパー付き） ※Rock Empire製品

ポリアミド エクスプレススリング
11㎝/17㎝
強度

22kN

2777

ポリアミド
スリング17
ポリアミド
スリング11

RTPOL11
ポリアミドスリング11
（ストッパー付き）
（税込￥550）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥500
●サイズ／幅21㎜、長さ11 ㎝●カラー／ブラック
（グレー糸）
●重さ/15g（ストッパー付き）

RTPOL17
ポリアミドスリング17
（ストッパー付き）
（税込￥660）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥600
●サイズ／幅21㎜、長さ17 ㎝●カラー／ブラック
（グレー糸）
●重さ/22g（ストッパー付き ）

roc’teryx

ゴルジュハンマー､クワトロラダー4段アブミ

クロモリ鋼ピック

A

クロモリ鋼
ハンマーヘッド
直径φ３０㎜

アルミAL7075
肉厚2.2㎜

B

FPDM
合成ラバー

ゴルジュハンマー

全長

38cm 530g

ゴルジュライト

全長

30cm 390g

クロモリ鋼石突き

RTHAMG
￥14,000（税込￥15,400）
ゴルジュハンマー・・・・・・￥13,500
（税込￥14,850）
雪が消えた谷の草付きや堅い雪渓にピックが良く効きます。

ラバーグリップ付き。

●素材／クロモリ鋼ヘッド、
アルミシャフト●サイズ／全長38㎝、

シャフト長34㎝、
ピック
（刃）10㎝ ●重さ／530g

RTHAMGL
￥12,000（税込￥13,200）
ゴルジュライト・・・・・・・・・・￥11,000
（税込￥12,100）
全長30cm、
ピック長は9cm。
グリップチューブ付き。
●素材／クロモリ鋼ヘッド、
アルミシャフト●サイズ／全長30㎝、

シャフト長26.5㎝、
ピック
（刃）9㎝ ●重さ／390g
●カラー／Aブラック、Bグリーン

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

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

ヴィアフェラータ

RTAF6-1014
ヴィアフェラータ ￥3,000（税込￥3,300）
・・・・・・・・・・・・￥2,700
（税込￥2,970）
●タテ径／136㎜

●強度／25─9─9kN

●重さ／123g ●開口幅／25㎜

●カラー／Aブルー、Bグリーン

A

B

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

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

ガイドベルト
ベルト幅

ソフトパッド詰め

45mm

RT GB45
￥4,000（税込￥4,400）
ガイドベルト・・・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）
2連のセーフティーバックルで着脱がスムーズに出来る。
収納袋付き。

●ベルト幅／45㎜ ●重さ／142g（M）

●適応サイズ目安／S ウエスト63〜78㎝、
M ウエスト73〜88㎝

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

軽量

アルミ
プレート付き

ハンドループ
付き

クワトロラダー

A

B

25mm

テープ幅

全長

134cm 260g

RT QL4
￥6,000（税込￥6,600）
クワトロラダー・・・・・・・・・・・・・・￥5,400
（税込￥5,940）
4段のナイロンテープアブミ。各ステップには堅いプラスチック板が

縫い込んであり、最上段にはアルミニウムの踏み板アルミプレートが

固定されて全体の形状を保っています。ハンドループ付き。
エイドク

ライミングだけでなく岩場で初心者を安全に登らせたり、
レスキュー
用具としても役に立つ。
アルミプレートは取り外してもステップは安
定しているから十分に使えます。

●素材／ナイロンウェビングテープ

●サイズ／全長134、
ステップ間隔32、
ステップ幅19（㎝）
●カラー／Aブルー、Bグリーン●重量／260g

アルミプレート

スクリューナットで取付け取外しができる。

RTAP
￥2,000（税込￥2,200）
アルミプレート・・・・・・・・・・・・・・￥1,800
（税込￥1,980）
アルミニウム製踏み板プレート。滑り止め材付き。
アブミラダーの各

ステップに固定して取付ける事が出来る。
アブミ最下段に取り付け

ると全体が安定してアブミは使いやすくなります。
●素材／アルミニウム

●サイズ／184×37×20（㎜）、
アルミ厚2㎜
●重量／65g
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デセンダー、
アセンダー、
プリー

B

Descender M2
A800SM2
￥1,300（税込￥1,430）
デサンドールM2・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
●タテ径122㎜ ●強度／24kN ●重さ／83g

●カラー／Aブラック、Bシルバー●使用ロープ径／φ7.8〜12㎜

バットマン

Batman
RTA8002-135
バットマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,500
（税込￥2,750）
高所ワーキングに用いる特殊エイト環。
●サイズ／タテ径135㎜、
ヨコ径135㎜ ●強度／30kN

●重量／210g ●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ9.0〜15㎜
●認証／CE0194

アームエイト

Arm 8
RTA8002-142
￥2,200（税込￥2,420）
アームエイト・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000
（税込￥2,200）
アームにロープを絡めてロープを一時的に固定する事が出来る。
●サイズ／タテ径140㎜、
ヨコ径130㎜ ●強度／35kN

●重量／166g ●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ9.0〜12㎜

●認証／CE0194
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A

AL 7075

B

Descender Mini
A800XS-110
￥1,400（税込￥1,540）
デサンドールミニ・・・・・・・・・・・￥1,300
（税込￥1,430）
●タテ径110㎜ ●強度／30kN ●重さ／70g

●カラー／Aグリーン、Bラスト●使用ロープ径／φ7.8〜11㎜

ラッペリング

30kN 39g
Rappel Ring
RTAOR-028
￥900（税込￥990）
ラッペリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥800
（税込￥880）
カラビナと併用しシングルロープの制動に用いる。
アルミ＃6061製
●サイズ／外径52、
内径28（ ㎜）
●強度／30kN

●カラー／アンバー
（水あめ色）
●重さ／39g

シンプルアセンダー

1019

114g

注／カラビナは
使用例です。

Simple Ascender
RTASD-1123
￥3,300（税込￥3,630）
シンプルアセンダー・・・・・・・・・・￥2,800
（税込￥3,080）
小型のロープ登高器。
緊急時の脱出に役に立つ。
●サイズ／80×65（㎜）●重さ／114g ●カラー／ブラック

●使用ロープ径／φ10〜13㎜

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

AL 6061

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

A

Pulley

30kN

RTAP-020
￥2,500（税込￥2,750）
ミニプリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,200
（税込￥2,420）
小型滑車、
アルミ＃7075製
●サイズ／75×46×24（ ㎜）●重さ／80g

●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ8〜13㎜
●認証／EN12278、CE1019

20kN

RTAP-084-B
￥4,200（税込￥4,620）
ベアリングアルミプリー・・・・￥3,800
（税込￥4,180）
ボールベアリング使用の小型滑車、
アルミ♯6061製
●サイズ／87×60×30（ ㎜）
●重さ／168g

●カラー／コバルトブルー●使用ロープ径／φ8〜13㎜
●認証／EN12278、CE0120

Ascender ロープ登高器
●サイズ／タテ径190㎜ ●重さ／202g
●使用ロープ径／φ8.0〜13㎜

アセンダー・レフト
アセンダー・ライ
ト

小指を保護する幅広の
グリップエンド

RTAHA1L
アセンダー・レフト
（左手用） ￥6,800（税込￥7,480）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,800
（税込￥6,380）
●カラー／ラスト
（赤茶色）

RTAHA1R
アセンダー・ライト
（右手用） ￥6,800（税込￥7,480）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,800
（税込￥6,380）
●カラー／グリーン

Steel Mini Pulley

20kN

RTAP010-ＳＳＢ
スチールミニプリー
・・・・・・・・・・・・￥3,800
（税込￥4,180）
￥4,200（税込￥4,620）
ボールベアリング使用の小型滑車、滑車には

ステンレス鋼♯303 が採用されて耐久性があ

る。外側ケースはアルミ♯6061製

●サイズ／80×44×29（ ㎜）
●重さ／140g

●カラー／ブラック

●使用ロープ径／φ8〜13㎜
写真 : プトレー針峰とモンブランブレンバフェース

45KN

スチールDシリーズ
タテ径

●認証／EN12278、CE1019

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

113mm

高強度45キロニュートンの

中型スチールカラビナ。
キーロックゲート。
●フレーム径／12 ㎜

●サイズ／タテ径113㎜ ●開口幅／25 ㎜
●カラー／シルバー
（White Zink）

RTF249LKN
スチールD・スクリュー

￥1,750（税込￥1,925）
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
（税込￥1,760）
スクリューロックゲート、
ロック確認用テリクスマークのゲート付き。
●重量／219g
（スクリューナッ
トはスチール製）●認証／CE、
EN362

大型トライアングルシリーズ
タテ径

124mm

高強度45キロニュートンの

スチールD・
クイックロック

スチールD・
スクリュー

スチールD・
トリプルロック

RTF249LK/2T
スチールD・クイックロック ￥1,900（税込￥2,090）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,750
（税込￥1,925）
2段階自動ロックゲート。●重量／212g（スクリューナットはアルミニ

ウム製）
●認証／CE、EN362

キーロックゲートの
スチールDシリーズ

RTF249LK/3T
スチールD・
トリプルロック ￥2,100（税込￥2,310）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
（税込￥2,090）
3段階自動ロックゲート。●重量／213g（スクリューナットはアルミニ

ウム製）
●認証／CE、EN362

45KN

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

大型スチールカラビナ。
フック式ゲート。
●フレーム径／10 ㎜

●サイズ／タテ径124㎜ ●開口幅28 ㎜
●カラー／ブラック

RT2461N
トライアングル・スクリュー

・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,350
（税込￥1,485）
スクリューロックゲート。
ロック確認用テリクスマーク付きゲート。

●重量／236g（スクリューナッ
トはスチール製）
●認証／CE、
EN362

オーバルスチールシリーズ
タテ径

107mm

強度25キロニュートンのオーバル中型カラビナ。

トライアングル・
スクリュー

トライアングル・
クイックロック

トライアングル・
トリプルロック

RT2461/2T
トライアングル・クイックロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）
2段階自動ロックゲート。●重量／228g（スクリューナッ
トはアルミニウ

ム製）
●認証／CE、
EN362

フック式ゲートの
トライアングルシリーズ

RT2461/3T
トライアングル・
トリプルロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,700
（税込￥1,870）
3段階自動ロックゲート。●重量／228g（スクリューナッ
トはアルミニ

ウム製）
●認証／CE、
EN362

25KN
ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

キーロックゲート。

●フレーム径／10 ㎜●サイズ／タテ径107㎜

●開口幅／17 ㎜●カラー／シルバー
（White Zink）

RTSC404KW
オーバルスチール・スクリュー
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
（税込￥1,320）
スクリューロックゲート、
ロック確認用テリクスマークのゲートバー。
●重量／179g ●認証／CE、
EN362

オーバルスチール・
スクリュー

オーバルスチール・
クイックロック

オーバルスチール・
トリプルロック

RTSC404KT
オーバルスチール・クイックロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,400
（税込￥1,540）

RTSC404KＰ
オーバルスチール・
トリプルロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
（税込￥1,650）

2段階自動ロックゲート。●重量／190g ●認証／CE、EN362

3段階自動ロックゲート。●重量／190g ●認証／CE、EN362
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roc’teryx
プロテクション SUS316

EN 959

1019

0082

全ての商品には耐腐食性、耐孔食性に優れたステンレ鋼SUS316が使用されて
います。海岸エリアでの使用にもその効果を発揮します。
マジックマウンテンでは
「支点の正しい施工法の技術講習会」
を開催している団体
の紹介を行なっております。正しい施工法や使用法を学んでいただき安全性の高い
アンカーポイントを設置して下さい。詳細は、弊社「ボルトの安全講習会係」
までお問
合せ下さい。

ロックテリクスの
アンカーポイントシリーズ

写真：小川山岩峰群

φ10 mm

25kN

ボルトホール

強度

RT755H10
ハンガー316・・・・・・・・・・ ￥460
（税込￥506）
●プレート厚／4㎜●ボルトホール径／φ10㎜
●重さ／64g ●強度／25kN

Hanger Ring 316

φ10 mm

ボルトホール

RT725H10OR
ハンガーリング316

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26kN

強度

￥1,500
（税込￥1,650）

リング付きハンガー●プレート厚／4㎜

●ボルトホール径／φ10㎜ ●重さ／135g
●強度／26kN

Expansion Bolt 10/70

φ10mm

70mm

長さ

25kN

強度

RTEB70
エキスパンションボルト10/70㎜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥450
（税込￥495）
●長さ／70㎜ ●径／φ10㎜ ●重さ／52g
●強度／

Expansion Bolt 10/90

15kN

φ10mm

25kN

90mm

長さ

25kN

強度

RTEB90
エキスパンションボルト10/90㎜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ￥520
（税込￥572）
●長さ／90㎜ ●径／φ10㎜ ●重さ／61g
●強度／
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15kN

25kN

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

Hanger 316

ハンガー＆ボルトセット
Hanger & Bolt Set 70
RT755H10EB70
ハンガーボルトセット70

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥760
（税込￥836）

●ボルト長さ／70㎜ ●重さ／116g（セット）

Hanger & Bolt Set 90

RT755H10EB90
ハンガーボルトセット90

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥820
（税込￥902）

●ボルト長さ／90㎜ ●重さ／125g（セット）

リング付きハンガーのボルトセット
Hanger Ring & Bolt Set 70

RT725H10REB70
ハンガーリングボルトセット70
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥1,650
（税込￥1,815）
●ボルト長さ／70㎜ ●重さ／186g（セット）

Hanger Ring & Bolt Set 90

RT725H10REB90
ハンガーリングボルトセット90
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ ￥1,720
（税込￥1,892）
●ボルト長さ／90㎜ ●重さ／195g（セット）

Glue in Bolt Ⅱ
全長

RTGB120-2
グルーインボルトⅡ・・・・・・ ￥1,700
（税込￥1,870）
15kN

●重さ／112g

25kN ●全長／120㎜ ●径／φ10㎜

25kN

強度

RT7356CHA
ラッペルステーション6C・・・・・・・・・・・・ ￥4,200
（税込￥4,620）
●チェーン+2リング●全長／34㎝ ●ボルトホール径／φ10㎜ ●重さ／530g

下部固定部にリングを2個付けにする事で
残置カラビナを設置した際にロープの流れ
を良くする

●重さ／634g
（セット）

※エキスパンションボルト10/70㎜ 2個付き

Rappel Station 8C

25kN

強度

RT7358CHA
ラッペルステーション8C・・・・・・・・・・・・ ￥4,600
（税込￥5,060）
●チェーン+2リング●全長／41㎝ ●ボルトホール径／φ10㎜ ●重さ／600g

φ10 mm

ボルトホール

ラッペル
ステーション8C

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

ラッペル
ステーション6C

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

φ10 mm

ボルトホール

RT7356CHA+B70
ラッペルステーション6C
ボルトセット
（2本）
（税込￥4950）
・・・・・・・・・ ￥4,500

120㎜

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

Rappel Station 6C

25kN

強度

90㎜

●接着剤を使用するボルト●ドリルビットφ12㎜使用
●強度／

120mm

RT7358CHA+B70
ラッペルステーション8C
ボルトセット
（2本）
（税込￥5,390）
・・・・・・・・・ ￥4,900
●重さ／722g
（セット）

※エキスパンションボルト10/70㎜
2個付き

適合・詳細表

こちらの2次元コード
から
「アンカーボルト
取扱説明書（PDF）」
にアクセスできます。
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Piolets d Or Lifetime Achievement Awar d

祝 ピオレドール 生涯功労賞 受賞

山野井泰史さん

写真: 山野井泰史

場所: ポタラ峰（中国四川省）

マジックマウンテンのアフターサービス

製品の修理等アフターサービスを希望される場合は、
マジックマウンテン取扱店一覧に記載のある登山用品店と
アウトドアーショップへ、
ご相談ください。取扱店はマジックマウンテンホームページをご覧ください。

発売元
株式会社

〒352-0011
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マジックマウンテン

埼玉県新座市野火止2-8-5

TEL
（048）
480-0088

http: //www.magic-mountain.jp
FAX
（048）
480-0089

E - ma i ：
l i n f o @ ma gi c - mo u n t a i n . j p

●記載されている仕様・デザイン及び価格は、改良や為替変動
などのため予告なく変更される場合があります。
また、写真カラーは
印 刷のため、実 物と異なることがありますのでご了 承 下さい。

有効期間：2022年9月21日〜2023年2月28日

