EDELWEISS

アドバンスシリーズ・レスキューリッター

トレイル・ホイール
DMM

Advanced Series Model 200 / 200 MAX Rescue Litters

テラ・テイマー

チタンフレームの台座

Terra Tamer

CR1464

高さ：32in（81.3cm）
幅：29in（73.6cm）
重量：15.4lbs（7kg）

テーパー型

テラ・テイマー取り付け例

レクタングラー型

2名での取り付けイメージ

リッターへの取り付けはステンレス製クイッ
クラチェットと専用ストラップによる固定
となります。

ブレーキアクチュエーター用クランプの取り付けフレーム径
・5/8in（Φ15.87mm）
・3/4in（Φ19.05mm）
・1in（Φ25.4mm）

組み合わせるリッターのフレーム径をお
選びください。持ち運ぶことを考慮し、
ベースフレームと車輪が分割でき非常に
軽量です。

Tamer Tranceport Pack

￥85,000（税込93,500円）

200CTMAX 2ピース
（レクタングラー型）

※オプション装着の場合、別途費用が発生します。

チタニウムフレーム
＋ 高強度マルチブレンドシェル

（テーパー型）

品番

2ピース

CR1441

14lbs（6.4kg）

￥710,000

CR1443

16.5lbs（7.5kg）

￥480,000

CR1445

15.5lbs（7kg）

￥480,000

CR1447

19.5lbs（8.85kg）

￥320,000

CR1450

19lbs（8.61kg）

200CTMAX

2ピース

200T

2ピース

（レクタングラー型）
（テーパー型）

200TMAX

2ピース

200

2ピース

（レクタングラー型）

ステンレスフレーム
＋ 高強度マルチブレンドシェル

（税込781,000円）
（税込781,000円）
（税込528,000円）
（税込528,000円）
（税込352,000円）

泥、砂、雪で覆われたトレイルを想定
し、 8インチアルミホイールと22×11イ
ンチノビータイヤを採用したモデル。
〈収納イメージ〉
・チタン製2ピースリッター
・イコライザー
・テラ・テイマー

・スチール製のフレームとフォークシステムは一体式
となります。
・リッターへの取り付けはステンレス製クイックラチェッ
トと専用ストラップによる固定となります。

フレームにはパウダー
塗 装 処 理をし雪 等の
付着に配慮しています。

リッター・ハーネス

重量

タランチュラ・リッター・ハーネス
Tarantula Litter Harness

共通仕様

￥53,000（税込58,300円）

形状：スタンダードシリーズ / テーパー型 MAX シリーズ /レクタングラー型
長さ：82in（208cm）
幅：スタンダードシリーズ /21.5in（54.6cm） MAX シリーズ /25in（63.5cm）
深さ：スタンダードシリーズ /5.5in（14cm） MAX シリーズ /6.25in（16cm）
2ピースのスプリット：42in（106.7cm）
定格最大負荷：2500lbs（11.12kN）

CR1420

重量：4.63lbs（2.1kg）
レッグテープ長さ調節：30〜120cm/ 本
センターリング破断強度：45kN
アテンダントライン：1本（約4m）付属

TENAYA

価格

￥710,000

CR1465

重量：30lbs（13.6kg）

LYON

チタニウムフレーム & カーボンファイバー
＋ 高強度マルチブレンドシェル

種類

※収納物類は別売です。

※ファストシステムは別途ご用
意ください。

［アブレーション・ガード］
接地面の摩耗を軽減します。

Adovanced Rescue Litter

種類

［ファストレール］

￥235,000（税込258,500円）

HEIGHTEC

アドバンスシリーズ・レスキューリッター

Terra Master

PEGUET

［雪上用スノーフィン］

2ピース分割イメージ

200CT

〈収納イメージ〉
インサイドポケットには
タイヤのリペアキット等
が収納可能です。

200T 2ピース
（テーパー型）

※リッターは別売です。

テラ・マスター

ARBPRO

オプション装着例

スチールバックル

テラ・マスター取り付け例

テラ・テイマー 専用のトランスポートパックで
す。カスケード・プロフェッショナルシリーズの
2ピース軽量モデルであればリッターも取り付
けて運搬できます。

ファストロックカプラー

1インチストラップ＋

CR1466

素材：1000D コーデュラ ®、600D ダイヤモンドパッククロス
・モールストラップ×4ヶ所
・インサイドポケット×2ヶ所
・コンプレッションストラップ×2ヶ所

TEUFELBERGER

テイマー・トランスポートパック

KASK

※リッターは別売です。
※トレイルホイールは各種リッターとの組
み合わせと、適切な訓練を積んだ随行者
（ 2 名以上）が必要です。

［機械式ディスクブレーキ］
ブレーキアクチュエーターはリッター
のフレームに取り付けます。

SKYLOTEC

フレームとフォークシステムにチタンを採用し
たトレイル・ホイール。制動支援の機械式デ
ィスクブレーキが標準装備されており、 26×
4.25インチファットタイヤはトレイル上の障害
に対して素晴らしい性能を発揮します。 2 名
でリッターへの取り付けができ、他社リッタ
ーでも形状の合うモデルであれば取り付け可
能です。

SINGINGROCK

￥400,000（税込440,000円）

ハンドラミネート複合材（繊維強化プラスチック）
を採用したレスキューリッター。ハンドレールと十分
な数のブラケットが設定されているため、随行者へ最適な操作性を、また搬送者へは最大限の保護
と快適性を提供します。アドバンスシリーズはバックボードを必要としません。搬送者用のストラップ
は、搬送者をリッターにしっかりと固定し、氷上、雪上、岩や土上、アスファルト上、室内でも安
定した搬送を可能とします。

センターリングから展開される４本のレッグでリフティグ時
に発生するリッターへの荷重分散と姿勢制御を担います。

アジャスタブル・リッター・ハンドルシステム

※リッターとカラビナは別売です。

テープ式

RACER

リッター・アクセサリー

PMI

イコライザー + テラ・テイマー取り付け例

イコライザー取り付け後のハンドル収納例

1 ピース・リッター・カバー
One Piece Litter Cover

￥55,000（税込60,500円） CR1422
重量：2.5lbs（1.13kg）

リッター用トレイル・ホイールでの歩行搬送を補助するハンドル。

ＰＶＣポリエルテ
ル 製 のリッター
用保護カバー。

EQUALIZER

［プロフェッショナルシリーズ用］

ステンレス製
チタン製

品番

CR1462

10lbs（4.6kg）

￥220,000

CR1463

7.35lbs（3.4kg）

（税込181,500円）
（税込242,000円）

価格

重量

￥165,000

ステンレス製
チタン製

CR1460

14.6lbs（6.7kg）

CR1461

9.7lbs（4.4kg）

（税込242,000円）

バックパック

重量

￥220,000

（税込137,500円）

Two Piece Litter Back-Pack
￥40,000（税込44,000円）
CR1416
ハンドルは取り外しと24段階
の角度調整が可能です

重量：6.5lbs（2.95kg）
素材：コーデュラ ®

ファスト・システム
FAST Patient Restraint System
￥70,000（税込77,000円）
CR1423
素早い固定と、縦吊り姿勢に対
応します。

Rescue Litter Flotation System

￥110,000（税込121,000円） CR1419
フォーム長さ：ヘッド /12in（30.5cm）
フォーム長さ：ボディ/63in（160cm）
フォーム直径：6in（15.25cm）
システム重量：4.9lbs（2.2kg）
最大浮遊重量：400lbs（180kg）
カバー：600D/N
※重量の分布により浮き方は変動します。

プロ・リッター・スキン
Pro Litter Skin

￥45,000（税込49,500円）
CR1427
重量：8lbs（3.63kg）
素材：高密度ポリエチレン
（耐熱温度 /90〜110℃）
収納目安：29×12in（74×30.5cm）

取り付け、取り外し可能。

※リッターは別売です。
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CASCADE

※各種リッター及びトレイル・ホイール（別売）との組み合わせとハンドルベースを事前に取り付ける必要があります。
※イコライザーはリフティングのアタッチメントポイントとしては使用できません。
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品番

￥125,000

リッター・フローテーション・システム

CONTERRA

価格

2 ピース・リッター・

［アドバンスシリーズ用］

取り付け例
（2ピース）

SMC

イコライザー

イコライザー + テラ・テイマー取り付け例

