エーデルリッド

EDELRID Gmb

H & Co.KG ・Germany

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

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

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

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

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

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

ロープテクノロジー
Pro Dry プロドライ

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

プロドライロープは速乾性に優れ水分をほとんど吸収しないので、低温下での

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

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

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

操作性が良好で安全性が高いのです。

擦れによる切断」
があります。
エーデルリッドはいち早くこの問

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

凍結への強い耐性があります。UIAA撥水テストでは水分吸収が僅か1〜2％

岩と氷のミックスルートやアイスクライミングでも、
プロドライ処理のロープは

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

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

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

ロープを引き抜くだけで初回使用時のねじれやキンク、
もつれが起こりません。

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

ことができます。

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

新品ロープを使う前の巻き直しが不要になり、
よりスピーディーに使い始める

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

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

Dynamic Ropes Technical Data

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

ダイナミックロープ・テクニカルデータ

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

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

Dynamic Ropes

EN 892

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

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

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

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

ダイナミックロープ

丈夫な構造は安心感を生み出します。

MADEINGERMANY

Special
Gym
Rope

Boa Gym φ9.8mm

非常に頑丈なポリエステル素材を外皮に使用した初めてのダイナ

ミックロープ。ポリエステルの摩耗に対する強さに加え
「Sports

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

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

φ9.8mm

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

35m /40m

New
Size

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

●カラー／オアシス
（＃138）

Sports Braid

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

LinkTec

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

パイトン30m、50m ＃300

φ10.0mm 30m /50m
キングレット60m、80m ＃047

ボア40m、60m ＃300

φ9.2mm 60m /80m

φ9.8mm 40m /60m

キングレット50m、70m ＃017
パイトン40m、60m ＃200

φ10.0mm 40m /60m

ボア30m、
50m ＃200

φ9.8mm 30m /50m

φ9.2mm 50m /70m

Kinglet φ9.2mm

Python φ10.0mm

Boa φ9.8mm

スポーツクライミング用。サーモシールド処理により、
しなやかさと

スポーツクライミング用軽量シングルロープ。握った際のグリップ感

る耐久性も高く、厳しいムーブに果敢に挑むことができる。

しやすく安全性も高い。

レスを感じない。
インドアジムでも岩場でも使いやすい。

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

操作性の良さが持続する。耐久性も高い。
ロープ径10㎜はビレイ

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

がとても良く、
ロープを手繰ったり、
クリップする際にスムーズでスト

New
Size

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

●カラー／レッド
（＃200）

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

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

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

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

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

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

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

●カラー／レッド
（＃200）

●カラー／ブルー
（＃300）

軽くしなやかでグリップ感の良さが高い操作性を生み、高難度ルート

やオンサイトでのトライの際にアドバンテージになる。
フォールに対す

●カラー／ナイト
（＃017）

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

ER71291.070
キングレット70m

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

ER71291.080
キングレット80m

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

EN 892

プロライン

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

MADEINGERMANY
Pro Dry

速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

Eco Dry

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

Cut Protect

アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

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

イーグルライト
プロドライ50m ＃643

φ9.8mm 50m

φ9.2mm 50m /70m

φ9.5mm 50m

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

φ9.8mm 60m

φ9.2mm 60m
イーグルライト
プロドライ60m ＃971

φ9.5mm 60m
New

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

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

Eagle Lite Pro Dry
φ9.5mm

繊細に編みこまれたロープシースが高い操作性を実現し、高難度

ルートのシビアなロープクリップを容易にする。
また、抜群の耐久性

が厳しい条件下でも安心感を生む。

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

さ、操作性の良さがベストなバランスで融合し様々なクライマーの要

最高水準のヤーン
（撚糸）
を使用することにより、軽量でコンパクト、

境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。

のフォール耐久性を誇る。

ER71335.050
ヘロンエコドライ50m

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

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

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

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

求に対応する。
また高い耐久性能は激しいジムユースにも好適。環

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

ER71335.060
ヘロンエコドライ60m

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

●カラー／ネオンコーラル
（＃643）

●カラー／ブライトグリーン
（＃971）

●カラー／アイスミントシトラス
（#057）

●カラー／ナイトシトラス
（#058）

●カラー／アイスミントシトラス
（#057）

TOMMY CALDWELL

トミー・コールドウェル シグネチャーモデル

トミーエコドライデュオテック
60m ＃499

New

φ9.6mm 60m

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

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

TOMMY CALDWELL

様が変わることで明確にロープ中間部を判別でき、懸垂

トミー・コールドウェル

下降やクライマーをロワーダウンさせる時の安全性を高め

1978年8月生まれ。アメリカ・コロラド州 出

ている。耐墜落性能も高く、岩場やジムなど使うシーンを

身。幼少期からクライミングを始め、
ビッグ

選ばないオールラウンドモデル。環境にダメージを与えな

ウォールからスポーツルート、
ボルダリングま

いエコドライ処理が施されている。

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

キャピ

での初登などクライミング史に残る登攀を

●カラー／ネオングリーン
（#499）

成し遂げ、近年も様々なビッグウォールプロ

ジェクトに挑戦し続けている。

DuoTec
ロープ全長の中間部から別の模様に変え
る特殊技術。

Photographer: Schreiber Pötter

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

A ＃022

A ＃242

B ＃499
B ＃729
New
Color

B ＃329

スイフトプロテクトプロドライ
50m、60m

φ8.9mm 50m /60m

スイフト48プロドライ
50m、60m

φ8.9mm 50m /60m

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

Swift 48 Pro Dry
φ8.9mm

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

シングルでもダブルでも使える軽量細径ロープ。前身モデルのスイフ

した。
そして特殊な編み工程は握った際のグリップ感も考慮されて

トプロドライより外皮の編み糸（撚糸）の本数を増やし操作性や衝

高い耐切断性能を持つアラミド繊維を外皮に編みこんだ初めての

の擦れによるロープ切断のリスクを最小限にとどめることに成功

いて操作性も良い。

カナリープロドライ
50m、60m、70m

φ8.6mm 50m /60m /70m

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

高難度ルートのレッドポイントトライやハードなアルパインクライミング

に適したハイエンドモデル。
ハーフロープとしても使用可能。

ER71270.050
カナリープロドライ50m

る。厳しいルートに挑む全てのクライマーに。

ダイナミックロープと同等の性能を示した。

※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、
ロープ径10㎜ の

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

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

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

ER71270.060
カナリープロドライ60m

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

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

撃吸収性を上げている。
また外皮率も上げ耐摩耗性も高くしてい

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bアイスミント
（＃329）

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bアイスミント
（＃329）

●カラー／Aナイトグリーン
（#022）、Bナイトファイア
（#729）

●カラー／Aナイトグリーン
（#022）、Bナイトファイア
（#729）

●カラー／Aピンク
（＃242）、Bネオングリーン
（＃499）

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

ER71270.070
カナリープロドライ70m

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

EN 892

プロライン

速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

3D Lap Coil

ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

A ＃017

B ＃242

スターリングプロドライ
50m、
60m

φ8.2mm 50m /60m

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

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

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

High Cut Resistance Rope
for

All Alpine Climbers!
Cut Protect

アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。

A ＃109

B ＃377

スターリングプロテクトプロドライ
50m、60m

φ8.2mm 50m /60m

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

ロープ切断のリスクを最小限にするために開発されたモデル。

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

※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、
ロープ径9.5㎜

のダイナミックロープと同等の性能を示した。

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

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

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

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

Pro Dry

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

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