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
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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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