▼ツリークライミングロープ
NARUTO Φ11.1mm M1EYE 45m

■特徴
2015年10月、天まで登っていった日本人ツリークライマー
NURUTO ナルトこと伊藤賢治くんのメモリアルロープとして
友人一同でデザインしたもの。
このロープの売上10%は彼が情熱を掛けて行ったクマムシ等の
ツリークライミング樹上生物研究に役立ていきます。
■仕様
太さ : 11.1mm (7/16in)

24ストランド

長さ : 45m (150ft) マシンスプライスアイ付
重さ : 105g/m
【SRS・MRS両用ロープ】

素材 :芯部分 ポリエステルプレミアム繊維
外側 ポリエステルカバー
使用荷重(ABS) : 2721kg (6000lbs)

彩AYA Φ11mm M1EYE ツリークライミングロープ

■特徴
TREE PROオリジナルデザイン
アトランティックブレイズ社製ロープ「AYA 」
日本語では「彩」と書きます
■仕様
太さ : 11mm (7/16in)

32ストランド

長さ : 45m (150ft) / 60m(200ft)マシンスプライスアイ付
重さ : 89g/m
素材 :
芯部分 ポリエステルプレミアム繊維
外側 ポリエステルカバー
【SRS専用ロープ】

破断強度(ABS) : 3764kg (8300lbs)

※但しMRSプルースイックシステムを
組めばMRSでも使用可

ブラックスネーク Φ11mm 180m ツリークライミングロープ【取り寄せ品】

■特徴
SRSに最適なロープ
■仕様
太さ : 11mm(7/16 in)

48ストランド

長さ : 180m(600ft)
重さ : 3.8kg/150ft
素材 : 外側 ハイテックポリエステルブレンド
内側芯 強化ナイロン
平均破断荷重(ABS) : 3220kg(7100 lbs)
最低破断荷重(MBS) : 2898kg(6390 lbs)
【SRS専用ロープ】

結束時耐荷重 : 2086kg(4,600 lbs)

▼レスキューボトムアンカー組立用一式
・リング付アンカーロープ
ボトムアンカー Φ11mm

ドラゴンオレンジ／ドラゴングリーン

■仕様
太さ: 11mm
長さ: 6.1m(20ft)
リング径: 外7mm 内4.5mm
素材: ポリエステル

ボトムアンカー Φ13mm

ブルー／オレンジ

■仕様
太さ: 13mm
長さ: 6.1m(20ft)
リング径: 外7mm 内4.5mm
素材: ポリエステル
リングとアイの形状
リングの中に、片方の1アイを通すことができる

・カラビナ
スチール オーバル スーパーセーフ カラビナ

■仕様
大きさ : 縦 106mm

横 58mm

重さ : 188g
素材 : スチール
強度(MBS) : 25kN
ゲート開口幅 : 18mm
形状 : オーバル型
ロッキングシステム : トリプルアクション ダブルロック

・プルージックループ
TAKUMI

テクノラ ループ

Φ10mm グリーン／Φ8mmオレンジ

Φ10mm グリーン

75cm

Φ10mm グリーン

90cm

Φ8mmオレンジ

75cm

Φ8mmオレンジ

90cm

■特徴
素材で使用しているテクノーラはアラミド繊維。
優れた耐熱性(耐熱温度800度)
ポジショニングループ・リギングループ・ヒッチループとして
マルチな使い方ができる。
レスキュー等にも使用可。
TAKUMI SPLICE工房でEYE加工。
SPLICEの耐荷重テストも、国内の試験場で済んでいます。

■仕様
太さ: 10mm/8㎜
長さ: 75cm/90cm
耐荷重: 23kN
素材: Technora Aramid

・ディセンダー
D4ディセンダー レッド Φ10.5-11.5mm
D4ディセンダー ブラック Φ10.5-11.5mm

■特徴
このD4は作製に2年間かけてISC社長と海外のクライマー達
のテストで製品化されました。
最大の特徴はパニック防止機能付き。
素晴らしい機能とスムーズな動きはおすすめです。
ビル等の高所作業、ツリーワークにも最適。
ワークポジションを作るのに便利です。
レスキューは二人乗り可。
ダブルロッキングディセンダー
パニックストップ機能があります。
親指でアジャストできるサムキャムつき。
パーキングブレーキあり。
*パーキングブレーキ:作業中ハンドルを逆にまわすと完全に
ロックされ安心してその場に固定した状態で仕事ができま
す。
グリップは握りやすい特殊ペイントをほどこしたアルミハ
ンドルです。
プラスチックはこのD4には使用されていません。
*写真のロープとカラビナは別売です。
■仕様
カラー : レッド／ブラック
大きさ : 縦 200mm 幅 83mm 厚 80mm
重さ : 678g
素材 : アルミニウム製サイドプレート&ハンドル
ステンレス製キャム&リベット
強度(WLL) : 240kg
適合ロープ径 : 10.5-11.5mm (7/16in)

▼ロープレンチシステム
・ロープレンチ
・ロープレンチ用テザー
CEロープレンチ(レッド／ブラック／パープル／ゴールド／オレンジ) & ダブルテザー

■特徴
ロープレンチは、世界のアーボリスト達にSRTの代表的な
ツールとして定着してきました。
通常ロープレンチとテザーはそれぞれ別々に販売していま
したが、ISCではそれを組み合わせたキットとしてCE認証
を取得しました。
それがこのキットになります。
ISCロープレンチとISCテザーキットシステムは、CEが承認
され、MBSが24kN(5395lbf)のEN 12278になります。
CE認証およびMBSレーティングは、認定テザーとともに販
売されているロープレンチにのみ適用されます。
ロープレンチを購入していてCE法規に準拠していない場合
でも、ロープレンチをテザーなしで単一ユニットとして購
入、使用はこれからも大丈夫です。
ロープレンチがテザーなしで販売されている場合、ロープ
レンチはCE基準を満たしておらず、CEマーキングはされま
せん。

■仕様
・ロープレンチ
大きさ : 縦 102mm 高さ51mm 厚さ 38mm
重さ : 128g
素材 : アルミニウム
対応ロープ径11mm～13mm
スリックピン付
プーリー付(1か所)
・テザー
長さ : 全長 30cm スプリット部分 6cm 端

ゴム付き

・ロープレンチ用プーリー
プーリー (ロープレンチ用)

フローテッチプーリー

レッド／オレンジ／ゴールド／パープル

■特徴

レッド／オレンジ／ゴールド
パープル／ブルー／グレー／ブラック

■特徴

このプーリーはロープレンチのために

フローテッチプーリーの機能と利点

開発されたプーリーです。

・SRT&DRTクライミングのために
デザインされたプーリー

サイドプレートは平行になっており、

・ぴったりと上部のプレートがくっついたサイド

ロープレンチ用のテザー・ツリープロボーンが
使用しやすい構造になっています。

プレートはロープの遊びを少なくします。
・プーリー の穴が大小2つ、その大きい方の穴に
は2つのカラビナが同時に使える設計。

■仕様

しかもその穴が大きいのでANSIカラビナの

大きさ : 高さ 75mm

幅 45mm

重さ : 76g

厚さ 32mm

ようなゲートが太いカラビナでもこの穴を通せ
るようにしました。

素材 : アルミニウム

・SRTシステムを組むときISCロープレンチと

強度(MBS) : 36kN

共に使うとさらに最大限に機能を発揮。

対応ロープ径 : 13mm (1/2in)

ツインレッグテザーと相性が良くシステムを
組みやすくなっています。
■仕様
大きさ : 高さ 100mm

幅 70mm

厚さ 27mm

重さ : 145g
素材 : アルミニウム
強度(MBS) : 30kN
対応ロープ径 : 最大径13mmまで
プーリー :ブッシュ

＼ Check ／
※ロープレンチ・テザー・プーリーの組み合わせには相性があります。
詳しくはお問い合わせください。

・カラビナ
HMS スーパーセーフ カラビナ

■特徴
カラビナのボディーのヘッドは丸型、
背にあたるバック部分は平型です。
このヘッド部分の丸いのは、
ロープがスムーズに動くように工夫されています。
■仕様
大きさ : 縦120 mm

幅 74mm

重さ : 103g
素材 : アルミニウム

特殊フォージファイトコーティング

強度(MBS) : 27kN
ゲート開口幅 : 22mm
形状 : HMS型
ロッキングシステム : トリプルアクション
ダブルロック スーパーセーフ

・プルージックテール
テクノラ E2E Φ10mm グリーン

(長さ76cm)

■特徴
素材で使用しているテクノーラはアラミド繊維
強度はスチール素材の8倍、
ナイロンやダクロン素材の3倍の強度を持つ
”パラアラミド”ファイバー製の最強・最軽量素材
伸縮性の低い”Technora-fiber” で作られている。
コア部分はポリエステル
優れた耐熱性(耐熱温度800度)
両端のタイトアイはお勧めポイント
最初はカラビナを通すのはきついが、カラビナのゲートに
かからないようタイトに設計してある。
ポジショニングループ・リギングループ・ヒッチループ
としてマルチな使い方ができる。
レスキュー等にも使用可。
■仕様
太さ: 10mm
長さ: 76cm
素材: Technora Hercules Polyester
耐荷重: 24kN

▼ハンドアセンダー
ウルトラセーフ アセンダー 左

ウルトラセーフ アセンダー 右

■特徴
特殊超合金アルミニウム、その上にアノダイズ処理をしさらに丈夫になっています。
キャムの部分は特殊超合金使用で丈夫です。
下部のアイ(穴)は大き目と小さ目が付いています。
冬季に手袋をした状態でも使えるように、ボディー自体が大きめにできています。
《ウルトラセーフの理由》
ロープが外れないようにピンロックが付いています。
このピンは必ず最後まで入っていることを確認してください。
■仕様
大きさ : 縦220mm×幅79mm×厚30mm
重さ : 350g
素材 : 特殊超合金アルミニウム
対応ロープ径 : 9～13mm

▼フットアセンダー
ジェットステップ

両足用

■特徴
・独自のデュアルカム設計により、
スプリングテンションが低くなり抗力が減少
・歯のないカムは実質的にすべてのロープの摩耗を排除
湿った泥だらけのロープ、凍結したロープでもしっかりグリップ
・スプリングテンションの減少による抗力が低いため、
ロープの効率的な自己管理が可能
・デバイスは右、左どちらの足でも使用可能
・フック型のフェアリーダーはロープの取り付けと取り外しを
簡単にすると同時に蹴り出しを防止
・軽量で丈夫、ボディーはアルミ製、デュアルカムはステンレス製
■仕様
大きさ : 縦65mm×横75mm
重さ : 136g
適応ロープ径 : 8-13mm
使用時最大荷重(WLL):150kg
材質:本体/アルミニウム

ストライダーフットアセンダー

左足用・右足用

Left
■特徴
ISCのストライダーフットアセンダーは
高所作業ユーザーのアドバイスのもと、
使い勝手の良いアセンダーとして
開発されています。
カムの歯はコーン型です。

カム/ステンレス製

Right
■仕様
大きさ : 幅 75mm

高さ 52mm

重さ : 198g
適応ロープ径 : 8-13mm
素材 : アルミニウム
強度(MBS) : 2.5kN
使用荷重(WLL) : 140kg (308lb)

■注意
命をかける物ではありません。

厚さ 25mm

あると便利

オプションリスト
▼ニーアッセントディバイス
ハスアセントシステム VELOX

スタンダート／ショート

■仕様
長さ : 45センチ
ストラップ幅 : 10-13mm(ブラックの部分)
フットレスト幅 : 2.5cm(ブルーの部分)
スタンダード

アセンダー:Climbing Technology社
チェストアセンダー ブラック使用
バンジーゴム:強力ゴム
スイベルスナップ:スチールボートスナップ
■安全規格
(アセンダー) EN12841:2006B、EN567:199

ショート

ブーツアタッチメントループ
ブーツの甲の部分の大きさにアジャストできます。
ブルー:レギュラーサイズ
オレンジ:ショートサイズ

S.A.K.A mini V2 ニーアセンダー 両足用

■特徴
・強度耐摩耗性に優れた約60cmのスーパーストレッチバンジー
は芯がソリッドラバーと外側がダイニマ。
・スーパーストレッチバンジーは、身長サイズ、
足の長短に関わらずすべてのクライマーに調節可能。
・SAKA mini MAX専用に設計・製造された耐荷重アセンダー。
・長さ調節した不要なバンジーゴムは
バンジーソックス(黒いゴム)の中に収納。
■仕様
カラー:赤・ブラック

*色が生産時期によって変わります。

重量:10オンス(283g)
アジャスタブルテザー : 1本
オリジナルフットループ : 2.5cm幅

(ブーツを入れる部分)

アセンダー: S.A.K.A.オリジナルチェストアセンダー(カム付)
バンジーゴム : ダイニマ強力ゴム
ミニカラビナ: 4kN

60cm

2個

カラビナ: 1個(長目を好む方のために余分に追加)

▼チェストハーネス
TP SRSチェスト オレンジ
■特徴
・TREE PRO ツリーモンキーシリーズ SRSクライミング用の
調整可能なチェストハーネス。
・胸に複数の6つの接続ポイントがあり、
システムや身長によるサイズ調整が可能。
・ウエッビングベルト2箇所にあるアジャスターにより
カスタムフィット。
・脱着しやすいようにクイックバックル付き。
・幅2.5cmの体に馴染みやすく柔らかい
耐久性のあるウェビングベルト。
■仕様
カラー:蛍光オレンジ
サイズ:胸囲79~125cm (33 "-49")
形状(正面):Y型
形状(背面):H型
フロントウェビングコネクター:Oリング
フロントデイジーチェーンタイイン:Y型
胴回り調整:左右2箇所で調整
引っ張りやすいように先端に親指が入るループ有り。

ワイヤーゲート

ミニカラビナ

■特徴
16kN軽量ミニワイヤーゲートカラビナ
TREE PROオリジナルカラビナのこだわりはアルミニウム7075を
使用。このアルミは超々ジュラルミンとも呼ばれ、アルミ合金の
中でもトップクラスの強度を持つ材料の一つです。
ワイヤーゲートがバネになっているのでサドルにつけてフックと
してチェンソーやツールを掛けたりできます。
SRTのチェストハーネスに取り付けシステムアセントにしたりア
ウトドアシーンの命をかけない部分に使用したりします。

注意
クライミングには使用できません
このカラビナはアクセサリーです

■仕様
カラー:レッド・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
大きさ : 縦 81mm

幅 48mm

重さ : 23g
素材 : アルミニウム7075
強度 : 16kN
ゲート開口幅 : 30mm

▼キャノピーアンカー
クイッキーＶ３

スチールリング

■特徴

■特徴

カラビナを使う状況をほとんどカバーできる4アク

スチールリング。

ションロックのコネクター。

ブリッジスタイルのサドルの交換用

小さくて扱いやすく、ステンレススチール製の強度が

など多様に利用できる。

魅力。カラビナはクルリと回る時があるが、このコネ
クターだと回転しにくい。

■仕様

スリックピンは4アクションスリックピンで、ロープ

カラー:ゴールド

の入れ替え時、落として紛失することが少ない。

大きさ: 内径45mm 外径70mm
Internal Diameter = 45mm (1 3/4")

・汎用性の高いステンレススチール製コネクタ

Outside Diameter = 70mm (2 3/4")

・標準カラビナの1/2サイズ

重さ: 155g

・キャノピーアンカーに使用可

素材: スチール

・リダイレクトに最適

耐荷重: 70kN

・安全で確実な接続を保証する
4アクションスリックピン
・サイドローディングのリスクを軽減する設計
・スリックピンを回転させると、チョッキング構成で
使用したときの摩擦が軽減されます。
■仕様
材質:ステンレス
主軸定格:30kN
副軸定格:13kN
長さ:5.7cm(2.25”)
幅:6.35cm(2.5”)(スリックピン含む)

道具には相性があり、既に所持しているギア次第では
ここで紹介した物以外が適正となる場合もあります。
詳しくはお気軽にご相談ください。

担当 久保田 和彦 TEL 080-5696-2648

