EDELWEISS

レスキューデバイス

マウンテニアリング

￥14,500（税込15,950円）

コーバ グリップロック

デュアル ･ ピーク ･
スチール・スパイク

SKYLOTEC

Grip Rope Grab

￥18,000（税込19,800円）

SINGINGROCK

グリップ・ロープグラブ

Rescue Swivel

DMM

レスキュースイベル

SM0660

SM0633

サイズ：74×98mm
重量：190g
素材：カム、ボディ/ アルミ
素材：アクスル / ステンレス、他
強度：MBS/5kN
適合ロープ径：10〜12.5mm
（カーンマントルまたはダブルブレイド専用）

サイズ：89×51mm
重量：128g
素材：アルミ、他
強度：MBS/44kN
カラー：ブルー、ブラック

NFPA 1983(2017)G

NEW

NEW

NFPA 1983(2017)T

ボールベアリング 内 蔵 のスイベル。
大小２つの接続用ホールにより連結
時の微調整が可能です。

繊維ロープ専用の引き上げ、または前進用補助
器具。

エッジプロテクション

コーバ･プロ･
アイスアックス ハンマー

￥28,000（税込30,800円）

￥28,000（税込30,800円）

Kobah Pro Ice Axe Adze

Kobah Pro Ice Axe Hammer

SM0610

サイズ：50cm/474g、57cm/502g、65cm/533g
素材：ピック / アッズ / ハンマー：クロムモリブデン鋼、
シャフト：A7075アルミ合金

SM0611

サイズ：50cm/491g 57cm/518g 65cm/550g
素材：ピック / アッズ / ハンマー：クロムモリブデン鋼、
シャフト：A7075アルミ合金

コーバ･プロは程よいベントシャフトを採
用し、緩傾斜から急陵登攀までオール
ラウンドに対応します。
付属のグリップレスト
『コーバ・グリップ
ロック』は、その状況に応じその場で位
置調整が可能です。

エッジローラー

￥59,000

￥39,000（税込42,900円）

Roof Roller

（税込64,900円）

SM0643

プロテック・
ローププロテクション・
システム

Edge Roller

SM0695

長尺ロープやホース等の困難な荷
揚げや回収の作業効率向上に一
役買います。

ロープ等への障害物やエッジをかわす際に
発生するストレスを軽減します。

Pro-Tech Edge Protection System

￥21,500（税込23,650円）

スノーソー

サイズ：595×88×31mm
重量：755g
素材：ポリアセタールポリマー、ステンレス
カラー：ブルー、イエロー

￥7,500（税込8,250円）

￥13,500（税込14,850円）

SM0620

SM0642

サイズ：510×86×25mm（オレンジ部分全長 /375mm）
重量：413g
素材：混合サーモプラスチック
適合ロープ径：16mm 以下

鋭利なエッジなどから固定ロープを保護するフレキ
シブルロープガード。最大 16mm 径のロープまで収
容可能です。

ピケットケーブル
Picket Cable

￥4,200（税込4,620円）

SM0600

サイズ：91cm（ワイヤー径 /3mm アイ/ 約8cm）
重量：100g（コネクター含む）
強度：MBS/8kN
素材：ケーブル / スチール
コネクター / ステンレス

スノーバー専用オプション。

［L］
（36”）

￥5,000（税込5,500円） SM0622
￥6,100（税込6,710円） SM0623

サイズ：M/610×51mm L/910×51mm
重量：M/361g L/544g
素材：アルミ合金
カラビナ用ホール：M/7個 L/11個
ウェビング用スロット：M/2個 L/2個

雪上での支点作成に欠かせないスノー
バー。カラビナホール以外にもウェビ
ングスロットを設けています。

130

CASCADE

129

I Picket

［M］
（24”）

CONTERRA

スノーバーへの取り付け例
※スノーバーは別売です。

アイ・ピケット
（スノーバー）
SMC

超 軽 量で耐 久 性が高く摩 耗に強
い多目的フレキシブルロープガー
ド。自由な発想でご使用ください。

Rope Tracker

PMI

サイズ：410×200×19mm（2枚セット）
重量：128g（1枚）
素材：プラスチック

プロピケットは高耐久のケーブル付き
スノーバーです。打ち込む際のストラ
イクポイントとコネクター 接 続 部には
視認性も高める補強済み。

RACER

ロープトラッカー

ステンレス
アングルピン

商品パッケージ（ポリエステル製）はシースとしてご
利用いただけます

雪の切り出し効率を重視したスラス
トストローク
（突く方 向）で、 刃の中
心 辺りからグリップ 寄りに千 鳥 刃を
採用しています。

TENAYA

ステンレス
ストレートピン

サイズ：526×51mm
重量：386g
ワイヤー長：104cm
素材：本体 / アルミ合金 ワイヤー / スチール
カラビナ用ホール：4か所
ウェビング用ホール：2か所

サイズ：527×85×3mm
（刃渡り/380mm）
重量：113g
素材：7075アルミ（アルマイトブルー）

ロープへの装着例

フレックスキット
FLEX Kit

SM0599

SM0646

分割及び連結可能なロープガード
（ロープ
養 生）です。 12.5mm 径のロープを3 本ま
で同時に収容できます。

プロテックリンク
（イエロー）

￥8,200（税込9,020円）

￥6,000（税込6,600円）

プロテックリンク×15個
ストレートピン×14本
アングルピン×5本

複数を連結した際の使用例

Pro Picket

Snow Saw

構成内容

カラビナを併用することで、ロープの脱落を
予防できます

プロ ピケット

SM0617

LYON

サイズ：251×152×108mm
重量：1400g
素材：フレーム、シェーブ / アルミ
アクスル / 亜鉛メッキ鋼
オイライトベアリング
カラー：レッド

HEIGHTEC

サイズ：254×251×149mm
重量：2100g
素材：フレーム、シェーブ / アルミ
アクスル / 亜鉛メッキ鋼
オイライトベアリング
カラー：ゴールド

PEGUET

ルーフローラー

ARBPRO

組み替えることで多彩な
形状に対応可能

TEUFELBERGER

コーバ･プロ･
アイスアックス アッズ

KASK

※墜落制止用器具ではありません。

