EDELWEISS

ス ー & アイス

DMM

バッグ

DMM 社が誇るホットホージーの技術をヘッド、ハンドルに採用し、強度とデザインをバランス良く融合させました！
内側にもギアラックを装備

DM0618

サイズ：55cm、60cm、65cm、

トランジットロープバッグ

Porter Rope Bag

ツールバッグ

Transit Rope Bag

￥18,500（税抜） DM0260
￥20,500（税抜） DM0261

6ℓ

Tool Bag

￥12,500（税抜） DM0262
￥14,000（税抜） DM0263

￥5,800（税抜）
￥6,300（税抜）

［45ℓ］

［30ℓ］

［4ℓ］

DM0264

［70ℓ］

［45ℓ］

［6ℓ］

DM0265

高硬質のスチール製ピックと緩
やかなベントシャフトにより固い
雪や氷をしっかりととらえます。
軽 量なスパイアーテックはテク
ニカルなトラバースのあるスキー
ツーリングやマウンテニアリング
に最適です。

フライ

エイペックス

トランジットロープバッグはその名の通りロープを効
率良く
『運搬』するために余分なものを一切排除して
います。ショルダーストラップが付いており、背負う
ことも可能です。

ツールバッグはカラビナ等のハードギアを一手にま
とめて収納可能です。両サイドにあるループはギア
ラックとハンドキャリーを兼用しています。

Fly

￥6,800

￥4,100（税抜）

素材：630Dn ナイロン
カラー：ブルー、レッド、イエロー

素材：630Dn ナイロン
カラー：ブラック、ブルー、レッド、イエロー

ハンドキャリーの付いたバケット型のボルダーチョークバ
ッグ。便利なファスナーポケット付き。

ロングルートに適した大型のチョークバッグ。マッチング
ベルト付属。

トラクション チョークバッグ

チ ーブ

￥3,900（税抜）

￥3,100（税抜）

Trad Chalk Bag

（税抜） DM0563

DM0561

サイズ：アッズ /50cm
ハンマー /50cm
重量：コンパクトアッズ /673g
ハンマー /658g

サイズ：アッズ /50cm
ハンマー /50cm
重量：コンパクトアッズ /684g
コンパクトハンマー /676g

過去 20 年に渡り、マイナーチェ
ンジを繰り返してきたフライは
DMMを象 徴するアックスです。
オールラウンドに使 用 可 能で、
状況に応じてグリップレストを取
り外すことが可能です。

エルゴノミックデザインでヘッド
とシャフトのクリアランスが見事
にバランスのとれたアイスツール
です。高難度のミックスクライミ
ングから急峻な地形の登攀まで
幅広く対応します。

スウィッチを象徴するエルゴノミ
ックハンドルは、ホットホージー
＋シリコンカバーが最 高のパフ
ォーマンスを提供してくれます。

DM0560

スライドロックリーシ

素材：630Dn ナイロン
カラー：ブラック、ブルー、レッド、イエロー

Slide Lock Leash

Spare blade

/

スウィッチ

［アッズ］
￥8,000（税抜）

DM0610

［ハンマー］ DM0611

フライ / ラプター

［アルパイン ］

DM0616

雪 山 登 山、 氷 河トレッキン
グに適したミニマリスト向け
リーシュ。かさばりを抑え、
片手での操作が可能です。

Spare blade

チョークボール

［アッズ］
￥8,000（税抜）

Chalk Ball

テリア

DM0612

［ハンマー］ DM0613

フライ / ラプター

［ミックス ］

［アッズ］
￥8,000（税抜）

DM0614

［ハンマー］ DM0615

クラッシ ド
チョークバッグ
￥1,500（税抜）

シャツ

Men’s

DMM Logo T-Shirt

内容量：250g
補充用固形チョーク。

シャツ

Women’s

DMM Logo T-Shirt

フーディ

ミッドナイト

Hoodie

￥4,500

￥4,500

￥9,800（税抜）

サイズ：S、M、L、XL
カラー：ブルー、レッド、イエロー
素材：100% オーガニックコットン

サイズ：S、M、L、XL
カラー：ブルー、ピンク
素材：100% オーガニックコットン

サイズ：XS、S、M、L、XL
カラー：ラズベリー、ミッドナイト
素材：リサイクルコットン60%
リサイクルポリエステル40%

（税抜） DM0595

DM0592

ロゴ

（税抜） DM0596

DM0597

フリーダムリーシ

￥6,000（税抜）

￥7,000（税抜）

DM0621

Bulldog

DM0620

Freedom Leash

￥4,500（税抜）

DM0622

重量：73g
強度：15kN

重量：150g
強度：15kN

氷が薄くアイススクリューが利かない場所で威力
を発揮するアイスフックツール。長さ調整可能な
ダイナテック11mmのダブルスリング方式を採用。
2 種類のサイズから選べます。

CASCADE
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CONTERRA

Chalk Bag

ロゴ

ブルドッグ

SMC

ラズベリー

テリア
Terrier

Spare blade

ブルドッグ

PMI

DM0590

重量：56g

37

￥3,500（税抜）

ANDREA
SAMPAOLI

クロージング

エイペックス

TENAYA

型崩れしにくいパイルライニングでスムーズなチョークア
ップが可能。

あらゆるクライミングに対応するミディアムサイズのチョ
ークバッグ。マッチングベルト付属。

￥700（税抜）

サイズ：アッズ /50cm
ハンマー /50cm
重量：アッズ /718g
ハンマー /721g

エイペックス / スウィッチ

Tube Chalk Bag

素材：630Dn ナイロン
カラー：ブラック、ブルー、レッド、イエロー

DM0608

RACER

Traction Chalk Bag

DM0562

Switch

￥50,000（税抜）

DM0606

LYON

トラッド チョークバッグ

Edge Boulder Chalk Bag

￥45,000（税抜）

HEIGHTEC

エッジ ボルダーチョークバッグ

DM0604

ARBPRO

チョークバッグ

スウィッチ

Apex

￥33,000（税抜）

チョーク

マウンテンガイドと共同開発した
ラプターは絶妙なクリアランスと
ヘッドバランスで急 稜 登 攀には
欠かせないアックスです。フライ
用のピックが装 着 可 能でアイス
クライミングにも最適です。

サイズ：4ℓ/21×18×12cm 6ℓ/31×18×12cm
重量：4ℓ/184g 6ℓ/238g
素材：ナイロン500Dn ターポリン
カラー：ブラック

〈ロープ収納の目安〉 30ℓ ＝ 11mm ×100m
45ℓ ＝ 11mm×150m

しっかりとしたバックパック型のポーターロープバッ
グは衝撃に強いバックパネルを装備。雨蓋の取り
外しも可能です。

サイズ：アッズ /50、55cm
ハンマー /50、55cm
重量：アッズ（50cm）/644g
ハンマー（50cm）/665g

55cm/351g

スパイアーは現代の雪稜登攀に
求められるのに十分な強度はあ
りながら、氷河散策やスキーツ
ーリングにも適した軽さが特徴
です。

DM0602

TEUFELBERGER

〈ロープ収納の目安〉 45ℓ ＝ 11mm ×150m
70ℓ ＝ 11mm×200m

サイズ：30ℓ/40×28×22cm 45ℓ/40×40×28cm
重量：30ℓ/690g 45ℓ/780g
素材：ナイロン500Dn ターポリン
カラー：ブラック

サイズ：45cm、50cm、55cm
重量：45cm/323g、50cm/337g、

KASK

サイズ：45ℓ/62×30×20cm 70ℓ/62×38×28cm
重量：45ℓ/1250g 70ℓ/1420g
素材：ナイロン500Dn ターポリン
カラー：ブラック

￥30,000（税抜）

ACTSAFE

ポーターロープバッグ

4ℓ

Raptor

DM0619

SKYLOTEC

75cm

重量：55cm/352g、60cm/366g、
65cm/380g、75cm/409g

￥20,000（税抜）

PEGUET

￥15,000（税抜）

30ℓ

ラプター

SPIRE Tech

SPIRE

衝撃に強いモールド仕様
のバックパネル

NEW

スパイアーテック

スパイアー

45ℓ

SINGINGROCK

NEW

