EDELWEISS

フルボディハーネス

アッセンダー
DMM

リフトフィックス
Lift Fix

［レフト］SK0010

メインのアンカーポ
イントはオレンジ色

Get Up

Ignite Trion D

SK0055

サイズ：XS/M、M/XXL、XXL/5XL
重量：2610g（M/XXL）
適応体重：〜140kg まで
使用対応温度：–35°
C 〜 +45°
C

￥53,000（税込58,300円）

EN358:1999

EN361:2002

EN361:2002

墜落制止用器具：規格適合品

墜落制止用器具：規格適合品

イグナイトトリオン サイズ表（cm）
身長

ウエスト

レッグ

160〜175

65〜115

55〜65

M/XXL

170〜185

75〜125

65〜75

XXL/5XL

180〜195

85〜135

75〜85

OKTALOCKクリックバックルを採用した高性
能フルボディハーネス。このステンレス製の革
新的なバックルは、装着も非常に簡単で、4つ
の各バックルそれぞれが個 別に調 整できるた
め、移動中のベルトストラップの不要な緩みや
作業中の再調整の必要性が軽減します。非対
称形状のパッドは腹部にいかなる圧力も及ぼさ
ない構 造です。 一 体 型ベルトガイド付き非 対
称パッドで、薄くて効果的な腰部パッドはスト
ラップで柔軟に調整できます。人間工学に基づ
いたアイレットはヒップによくフィットし、必要
な時以外は折り畳めるので邪魔になりません。

Ringo

￥12,000（税込13,200円） SK0014
サイズ：70×40×18mm（カラビナホール /15mm）
重量：52g
適合ロープ径：8〜13mm

ホイストフィックス
Hoist Fix

￥20,000（税込22,000円） SK0012

スカイセーフプロ・フレックス Y［アルミ］

EN12841-B:2006

Skysafe Pro Flex Y AL

タイプ 2（第二種ショックアブソーバー）

※カラーは変わることがあります。

サスペンションリリーフストラップ
Suspension Relief Strap

￥4,500（税込4,950円）

SK0071

サイズ：［レフト / フック］総全長132cm（収納時 /19cm）
［ライト / ループ］総全長126cm（収納時 /19cm）
重量：150g

コンパクトに畳んで収納でき、再利用が可能です。

PMI

【破断力と破断長の負荷距離図】

RACER

EN354:2010 EN355:2002 ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013
AS/NZS 1891.1:2007 MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010
EN795:2012

50 〜 140kgの広い重量範囲のアブソーバーです。負
荷がかかりアブソーバーが完全に開いた状態で1.7m 、
人体にかかる最大衝撃は6kN 未満になるように作られ
ています。 崩 壊 前と崩 壊 後の最 終 的な耐 衝 撃 性は
22kNです。さらに、1つのシングル製品で最も関連性
の高い国際規格を満たしています。組み込みのスリン
グは墜落時に調整可能なレスキューループとして使用
でき、救助のために貴重な時間を節約することができ
ます。

アクセサリー
TENAYA

握りやすい本体デザイン。片手での取り付けが可能です。

SK0060

サイズ：許容の最大長1.8m ※コネクター含む
重量：2310g
強度：22kN
適応体重：50〜140kg
使用対応温度：–35°
C 〜 +45°
C
素材：アルミ

EN567:2013

このユニークで小さなパーソナルアッセンダーは、ロープで
の上昇とロープの引き込み等に最適です。中指にかかる部
分をリング状に形成することで、引っ張り操作や運搬操作
中のグリップ力と強度を高め、効率を最大化します。

LYON

サイズ：104×75×30mm（カラビナホール /15mm）
重量：140g
強度：14kN
運用荷重：〜4kN（ロープの種類、径により異なります）
適合ロープ径：8~13mm（EN567）
適合ロープ径：9〜13mm（EN12841 Type B）

ランヤード / エネルギーアブソーバー

￥79,000（税込86,900円）

リンゴ

HEIGHTEC

XS/M

SK0051

サイズ：XS/M、M/XXL、XXL/5XL
重量：2230g（M/XXL）
適応体重：〜140kg まで
使用対応温度：–35°
C 〜 +45°
C

※カラーは変わることがあります。

PEGUET

EN358:1999

Ignite Trion

フィンガーアッセンダー

ARBPRO

￥55,000（税込60,500円）

イグナイトトリオン

イグナイトトリオンのD
環付きタイプです。ウェ
スト部 正 面 にD 環 が 付
いている以外はイグナイ
トトリオンと同等の仕様
になります。

※カラーは変わることがあります。

ライト

TEUFELBERGER

イグナイトトリオン［D環付］

均等に負荷がかかる平
坦で対称のクリックバッ
クル

レフト

EN567:2013

ロープクランプ及びハンドアッセンダーとして使用可能なゲットアップは、グリッ
プ力が高く、合成部品が無いため非常に軽量で堅牢です。人間工学に基づい
たデザインで左右どちらの手、または両手でも操作がしやすく、カラビナが2 個
同時にかけられるアイレットは、厚いグローブを着用していても片手での操作が
簡単にできるよう設計されています。
イグナイトトリオン

EN567:2013

力のかけやすいグリップデザイン。
片手での取り付けが可能です。

KASK

EN12841-B:2006

EN12841-B:2006

SKYLOTEC

￥21,000（税込23,100円） SK0015

ベルト固定付きストラップ

［ライト］SK0011

サイズ：203×90×28mm
（カラビナホール /15mm）
重量：220g
強度：19kN
運用荷重：〜4kN
（ロープの種類、径により異なります）
適合ロープ径：9〜13mm

ゲットアップ

サイズ：129×66×122mm
重量：120g
運用荷重：〜140kg（EN12841ｰ B）
適合ロープ径：8~13mm（EN567）
適合ロープ径：9〜13mm（EN12841 Type B）
使用対応温度：-40°C 〜 +80°C

SINGINGROCK

￥15,000（税込16,500円）

スカイセーフプロ・フレックス Y［スチール］
Skysafe Pro Flex Y Steel

￥57,000（税込62,700円）

チェスト

SK0061

Chest

￥15,000（税込16,500円） SK0013

EN12841-B:2006
EN354:2010

EN355:2002

EN795:2012

タイプ 2（第二種ショックアブソーバー）

EN567:2013

Strop

￥6,000（税込6,600円）

SK0070

サイズ：70〜120cm
重量：120g
運用荷重：〜10kg

ツール及びチェーンソー用ストラップ。

取り付け時に体に沿う本体デザイン。片手での取り付けが可能です。
※カラーは変わることがあります。

72

CASCADE

71

※一般的な弾性ショックアブソーバー装置は、6kN 以下で100kg 以下
の重量を減衰させ、いかなる場合でも高い減衰力を使用するように設
計されています。

ストロップ

CONTERRA

サイズ：118×79×30mm（カラビナホール /15mm）
重量：140g
強度：14kN
運用荷重：〜4kN（ロープの種類、径により異なります）
適合ロープ径：8~13mm（EN567）
適合ロープ径：9〜13mm（EN12841 Type B）

SMC

サイズ：許容の最大長1.8m ※コネクター含む
重量：2000g
強度：22kN
適応荷重：50〜140kg
使用対応温度：–35°
C 〜 +45°
C
素材：スチール

