roc’teryx

ロックテリクス

アセンダー、
ディセンダー、
ジュラルミンカラビナ

Arm 8

RTA8002-135
バットマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,500＋税

RTA8002-142
アームエイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000＋税

高所作業に用いる特殊エイト環。

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できる。

●サイズ／タテ径135㎜、
ヨコ径135㎜●強度／30kN●重量／210g

●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／φ9.0〜15㎜●認証／CE

●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ9.0〜12㎜●認証／CE

30kN

Dura Thirty Series ジュラサーティーシリーズ
タテ径

113mm

●強度／30─9─8kN●開口幅／21㎜●認証／CE、EN12275、EN362

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

RTAC708W
ジュラサーティースクリュー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,400＋税

RTAC708T
ジュラサーティークイックロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600＋税

RTAC708P
ジュラサーティートリプルロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800＋税

●重量／86ｇ●スクリューロックゲート

●重量／90ｇ●2段階自動ロックゲート

●重量／90ｇ●3段階自動ロックゲート

●カラー／アンバー
（水あめ色）、
スクリュー

●カラー／スクリュー部グリーン

●カラー／スクリュー部ブルー

部ゴールド

Oval mini Series オーバルミニシリーズ
タテ径

97mm

●強度／24─8─7kN

2020年8月発売予定
ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

RTAF918KW
オーバルミニスクリュー
・・・・・・・・・・・・・￥1,400＋税

RTAF918KT
オーバルミニクイックロック
・・・・・・・・・・・・・￥1,500＋税

RTAF918KP
オーバルミニトリプルロック
・・・・・・・・・・・・・・￥1,700＋税

●重量／56ｇ●開口幅／20㎜

●重量／63ｇ●スクリューロック

●重量／67ｇ●2段階自動ロッ

●重量／68ｇ●3段階自動ロッ

ゲート●開口幅／17㎜

クゲート●開口幅／17㎜

クゲート●開口幅／17㎜

●カラー／スクリュー部ゴールド

●カラー／スクリュー部グリーン

●カラー／スクリュー部ブルー

●カラー／ゲート部ダークグレー

Pulley Carabiner

プリーカラビナシリーズ
タテ径

110mm

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー
特殊小型プリーを
取付けられる

RTA2440N
プリーカラビナスクリュー・・・・・・・・・・・・・￥1,300＋税

RTA2440/2T
プリーカラビナクイック・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500＋税

●サイズ／タテ径110㎜●開口幅／17㎜●強度／22─8─7kN

●サイズ／タテ径110㎜●開口幅／16㎜●強度／22─8─7kN

●重量／75g●カラー／ブラック●認証／CE、
EN12275

●重量／82g●カラー／ブラック●認証／CE、EN12275
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注／カラビナは
使用例です。

RTASD-1123
シンプルアセンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,000＋税
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㎜●認証／CE

Ascender ロープ登高器
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）
・・・・・・・
・・・・・・￥5,400＋税
●サイズ／タテ径190㎜●重さ／202g●カラー／ラスト
（赤茶色）
●使用ロープ径／φ8.0〜13㎜●認証／CE

RTAHA1R
アセンダー・ライト
（右手用）
・・・・・・・・・・・・・￥5,400＋税
●サイズ／タテ径190㎜●重さ／202g●カラー／グリーン
●使用ロープ径／φ8.0〜13㎜●認証／CE

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

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

RTAF918KS
オーバルミニストレート
・・・・・・・・・・・・・￥1,250＋税

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

Batman

Simple Ascender

Strong Quicklock
タテ径

120mm

A2120-12120/2T
ストロングクイックロック・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600＋税
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。
●タテ径／120㎜●強度／25─8─7（kN）●重量／98ｇ
●開口幅／22㎜●カラー／ブラック●認証／EN12275、
EN362

roc’teryx

ロックテリクス

小型プリー、
スチールカラビナ

Pulley Series

プリーシリーズ

RTAP-020
ミニプリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000＋税
小型だが、強度が高い。
アルミ＃7075製。
●サイズ／75×46×24（㎜）
●強度／30kN●重さ／80g
●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ8〜13㎜
●認証／CE、EN12278

RTAP010-ＳＳＢ
スチールミニプリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,800＋税
ボールベアリングを採用した小型滑車。
滑車にはステンレス鋼♯303

RTAP-084-B
ベアリングアルミプリー・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,800＋税

が採用されて耐久性がある。
外側ケースはアルミ♯6061製。

ボールベアリングを採用した小型滑車。
アルミ♯6061製。

●サイズ／80×44×29（㎜）
●強度／20kN●重さ／140g

●サイズ／87×60×30（㎜）
●強度／20kN●重さ／168g

●カラー／ブラック●使用ロープ径／φ8〜13㎜

●カラー／コバルトブルー●使用ロープ径／φ8〜13㎜

●認証／CE、EN12278

●認証／CE、EN12278

Steel D Series カーボンスチールカラビナ、
キーロックゲート

スチールDシリーズ
タテ径

45KN

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600＋税

スチールD・
スクリュー

スチールD・
クイックロック

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・・・・・・・・・・・・・・・￥1,750＋税

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・・・・・・・・・・・・・・￥1,900＋税

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。

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

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

●重量／219g
（スクリューナッ
トはスチール製）
●認証／CE、
EN362

ウム製）●認証／CE、EN362

ウム製）
●認証／CE、EN362

Triangle Series カーボンスチールカラビナ、
フック式ゲート

大型トライアングルシリーズ
タテ径

124mm

45KN

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

高強度45キロニュートンの
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

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

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

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。

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

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

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

ム製）
●認証／CE、
EN362

ウム製）
●認証／CE、
EN362

Oval Steel Series カーボンスチールカラビナ、
キーロックゲート

オーバルスチールシリーズ
タテ径

107mm

25KN

ロック確認用
テリクス
マーク付の
ゲートバー

強度25キロニュートンの
オーバル中型カラビナ。
キーロックゲート。
●フレーム径／12㎜●サイズ／タテ径107㎜
●開口幅／17㎜●カラー／シルバー
（White Zink）

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

RTSC404KW
オーバルスチール・スクリュー・・・・・・・・・・￥1,100＋税

RTSC404KT
オーバルスチール・クイックロック・・・・・・・￥1,300＋税

RTSC404KＰ
オーバルスチール・
トリプルロック・・・・・・￥1,400＋税

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。

2段階自動ロックゲート。
●重量／190g

3段階自動ロックゲート。
●重量／190g

●重量／179g●認証／CE、EN362

●認証／CE、
EN362

●認証／CE、EN362
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