EDELWEISS

レスキュープーリー

ベクター

レスキューポータブルツール

￥88,000（税込96,800円）

クートネーHXノットパッシングプーリー
Kootenay HX Pulley

サイズ：長さ /963mm、チューブ径 /51mm、
サイズ：リギングプレート直径 /116mm
重量：1380g
素材：6061アルミ、7075アルミ
運用荷重：ハイアンカー構成 /WLL/1kN
ハイディレクション構成 /WLL/2kN
ベクターリギングプレート /MBS/36kN（単独使用）

SM0639

構成内容
チューブ×1
リギングプレート×2
ロープホーン×2
ボールフット×1
スパイクフット×1

11mm 径ロープの結び
目がそのまま通過できる
大口径プーリー

ロープを主とするあらゆる分野の救助環境を想定したエッジ
＆荷重操作システム。この革新的な一脚システムは、ＳＭＣ
とエキスパートパートナーが生み出した技術の結晶です。

※エッジプロテクションは利用状況に合わせた墜落・落下防止措置が必要になる場合があります。

NFPA 1983(2017)G

リギングギア

ラディウス リング
Radius Ring

[28mm]
[40mm]

救助の補助システム構築や、万が一に備えて携行するのに最適なコンパクトサイズ。

￥7,200（税込7,920円） SM0625

￥7,200（税込7,920円） SM0551

サイズ：76×44×27mm
重量：66g
強度：MBS/26kN
素材：アルミ（シェーブ / アルミ、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /30.5mm 、中心径 /21mm
オイライトベアリング
適合ロープ径：12mm まで

サイズ：72×44×40mm
重量：89g
強度：MBS/22kN
素材：アルミ（シェーブ / デルリン 、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /30mm、中心径 /21mm ×2個
適合ロープ径：9mm まで

TR Pulley

JR Pulley

EN12278

サイズ： 90×44×40mm
重量：94g
強度：MBS/22kN（ベケット /13kN）
素材：アルミ（シェーブ / デルリン 、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /30mm、中心径 /21mm ×2個
適合ロープ径：9mm まで

UIAA 127

UIAA 127

￥11,500（税込12,650円） SM0634

￥6,000（税込6,600円）

￥1,100（税込1,210円） SM0621

SM0635
サイズ：95×74mm
重量：79g
素材：アルミ
強度：MBS/36kN
カラー：ブルー、ブラック

NFPA 1983(2017)G

NFPA 1983(2017)G
小型、軽量でありながら、十分な
強度を持つリギングプレート。

Rigging Ring

サイズ：外径 /43mm 内径 /28mm
重量：26g
素材：アルミ
強度：MBS/32kN
カラー：グレー、レッド

リング 形 状 の 軽 量リギングギア。
最大３枚分のカラビナと接続する
ことが可能です。
※カラビナ・コネクター類の形 状に
より接続条件は変わります。

エイト環 / ディッセンダー

NFPA 1983(2017)T
※ロープ径が大きいとプーリーの効率を低下させる場合があります。

ブレーキ可動目安（4：1での評価）
ブレーキ限界

7mm

約8.9kN

9mm

約11.1kN

12.5mm

約20kN

サイズ：116×75mm
重量：82g
強度：MBS/27kN
素材：アルミ
カラー：ブルー、ブラック
適合ロープ径：ダブル8mm
〜シングル12.5mm

サイズ：71×69mm
重量：48g
強度：MBS/14kN
素材：アルミ
カラー：ゴールド、ブラック
適合ロープ径：シングル・ダブル7.5mm
〜シングル9.5mm

NFPA 1983(2017)T

NFPA 1983(2017)G

Escape 8

NFPA 1983(2017)E

プロフェッショナル向けのディッセンダー。径の太いロープに想定される
潜在的な危険性を予防する耳付き。

高品質のアルミに陽極酸化被膜を施し、ロープの捻じれに配
慮した形状のエイト環。

緊急装備としてプロフェッショナル向けにデザインされたエイ
ト環。

6 バー ･ ラペルラック
Flat 6 Bar Rack Set

［フラット］ SM0653
￥25,500（税込28,050円）
［ツイスト］ SM0619

アドバンステック・ホールシステム
PMI Advance-tec Hole System

￥105,000（税込115,500円） SM0696
ロープ：φ9mm ×10ｍ /PMI クラシックプロ
コネクター：SMC ライトスチール（スクリューゲート）
コネクター：5mm オーバルスクリューリンク
重量：1.43kg
強度：MBS/34kN（ブレーキ限界 /11kN）

アドバンステックシリーズとＰＭＩロープで構築された
牽引キット。 4：1 、 5：1に対応します。

サイズ：366×91×25mm
重量：829g（フラット､ ツイスト共通）
強度：MBS/32kN（単体での強度）
素材：ラック､ タイオフバー / ステンレスブレーキバー / アルミ
適合ロープ径：9.5〜16mm（ダブルロープでの使用は同径限定）

NFPA 1983(2017)T
NFPA 1983(2017)G
ロープへ干渉するブレーキバーにより、摩擦や圧力を調整することが
可能です。ロープに捻じれが生じ難く、汚れが付着した状態のロー
プを用いても降下用デバイスとして安定した性能を提供します。フラ
ットとツイストの２種類があり、好みに合わせてお選びいただけます。

ディッセンダーリング
Descending Ring

￥700（税込770円）

SM0636

CONTERRA

ロープ径

￥4,500（税込4,950円） SM0631

SMC

※ロープ径が比較的太い時、本体との摩擦により効率が低下する
場合があります。

￥3,000（税込3,300円） SM0661

PMI

NFPA 1983(2017)T

SM0690

サイズ：75×61×46mm
重量：154g
強度：MBS/34kN
素材：アルミ、他（シェーブ / アルミ、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /35mm、中心径 /26mm ×2個
シールドベアリング
適合ロープ径：7〜12.5mm まで

￥11,500（税込12,650円） SM0630

RACER

サイズ：130×70×50mm
重量：270g
強度：MBS/34kN（ベケット /18kN）
素材：アルミ、他（シェーブ / アルミ、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /35mm、中心径 /26mm ×2個
シールドベアリング
適合ロープ径：7〜12.5mm まで

エスケープエイト

Mountaineering Eight

TENAYA

￥29,000

（税込31,900円） SM0691

マウンテンエイト

サイズ：152×133mm
重量：184g
強度：MBS/32kN
素材：アルミ
カラー：ブラック
適合ロープ径：9.5〜12.5mm
（シングルの場合は〜16mm）

Advance Tech Mate

￥16,000（税込17,600円）

Advance Tech HX

レスキューエイト
Figure 8 W/Ears

アドバンステック・メイト

アドバンステック・HX

サイズ：外径 /51mm 内径 /38mm
重量：11g
強度：14kN
素材：アルミ

打ち抜き加工による一体成型リング。

126

CASCADE

125

リギングリング

Mini Rigging Plate

支点・起点を分割し利便性を向上
させる定 番アイテム。 大 型ホール
は各種安全環付きカラビナの直径
に対応します。

ロープの逆流を抑制するブレーキカムを搭載したＨＸと、対となるデザインのメイトは倍力専用にデザインされたプーリーです。構成されたホールシステム等のスムーズ
な展開に貢献します。

デルリン ＝90℃にも耐えるエンジニアリング・プラスチック

ミニ・リギングプレート

サイズ：135×178mm
重量：323g
素材：アルミ
強度：MBS/50kN
カラー：レッド

EN12278

アドバンテージ・レスキュープーリー

ブレーキカム

ブルー

アルミ

：

LYON

￥7,200（税込7,920円） SM0552

サイズ：68×44×27mm
重量：52g
強度：MBS/22kN
素材：アルミ（シェーブ / デルリン 、アクスル / ステンレス）
シェーブ：外周径 /30mm、中心径 /21mm
適合ロープ径：13mm まで

オレンジ

素材

HEIGHTEC

￥3,000（税込3,300円） SM0689

カラー ：

リギングのアンカーポイン
トやツリーケアハーネスの
ブリッジ用リングなどに最
適なコンパクトマルチリン
グです。大小 2サイズから
選択が可能。

リギングプレート
Rigging Plate

JRB Pulley

EN12278

[40mm]

（MBS）

JRB プーリー

CRX Pulley

[40mm]

61mm
40mm
46g
40kN

：
：
：
：

PEGUET

CRx プーリー

UIAA 127

[28mm]

[28mm]

48mm
28mm
35g
38kN

外径
内径
重量
強度

ARBPRO

JR プーリー

￥2,600（税込2,860円） SM0503
￥2,900（税込3,190円） SM0504

TEUFELBERGER

コンパクト・レスキュープーリー

TR プーリー

KASK

設定したロープに結び目が発生した場合には、結び目をそのまま通過させることも可能で、シス
テムの効率化に役立ちます。各コネクターホールは多彩な接続を可能とし、ロープの設置に役
立つシェーブ（滑車）固定用クイックリリースピンが付属しています。（結び目が通過できるロー
プ径の目安は12.5mmとなり、結びの形状により異なる場合があります）

SKYLOTEC

サイズ：220×110×88mm
重量：750g
強度：MBS/36kN
素材：アルミ、他
シェーブ：外周径88mm、中心径56.5mm、幅63mm
シールドベアリング
適合ロープ径：16mm まで

SM0590

SINGINGROCK

￥41,000（税込45,100円）

DMM

Vector

