
 Hardwear

　　Quick lock buckle   ■クイックロックバックル

　　Karabiner   ■カラビナ

■Air X-treme
ゲートロック
アルミ合金製のプレス

ゲートオートマチックカ

ラビナ。70g、破断度　

18KN

\3,000　(税込 \3,300)

■Austri Alpin
Powerfly
ステンレス製のプレス

ゲートオートマチックカ

ラビナ。139g　破断強

度　 26KN

\4,600　(税込 \5,060)

■Charly QLB-mini
破断強度　350kg　　
\1,150　(税込 \1,265)

■プーリー
アルミ合金製

\1,100　(税込 \1,210)

■プーリー
ステンレス製

小　\800　(税込 \880)

■Air X-treme 
3TON
アルミ合金製の軽量ツイ

ストロックカラビナ。 ハー

ネスのフックポイントが細

いタイプに最適。 ７９g、

破断強度　30KN

\4,100　(税込 \4,510)

■Air X-treme
ステンレス
ステンレス製のツイス

トロックカラビナ。

130g、破断強度　

22KN

\3,800　(税込 \4,180)

■STUBAI　
YPSILON
対称台形スクリュー

ロック式のアルミ合金

製96g、

破断強度　35 KN

\3,300　(税込 \3,630)

■STUBAI
SUPER 5000
HG 用スクリューロックカ

ラビナ。スチール製。

247g　破断強度　50KN

\3,800　(税込 \4,180)

■汎用プーリー
ステンレス製

\600　(税込 \660)

■BB プーリー
ベアリング入り

ステンレス製

\1,500　(税込 \1,650)

　　Rapid links   ■連結環

■ QLB-Light
メス/オス：アルミ合金製　25mm

破断強度　10KN

\2,880　(税込 \3,168)

■Air X-treme 
3step mini
25mm幅に最適化された

サイズの新型アルミ合金製

の軽量ツイストロックカラビ

ナ。 55g、破断強度20KN   

\4,100　(税込 \4,510)
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ステンレス小判3.5mm 1,100kg \690　(税込 \759)3.5mm 小判型

商品名 破断強度 価格径 形状

ステンレス小判4mm 1,400kg \810　(税込 \891)4 mm 小判型

ステンレス小判5mm 2,250kg \1,380　(税込 \1,518)5 mm 小判型

ステンレス小判6mm 3,250kg \1,730　(税込 \1,903)6 mm 小判型

ステンレス小判7mm 4,500kg \2,070　(税込 \2,277)7 mm 小判型

スチール小判6mm 2,000kg \920　(税込 \1,012)6 mm 小判型

スチール小判7mm 2,750kg \1,040　(税込 \1,144)７ mm 小判型

スチール小判8mm 3,500kg \1,150　(税込 \1,265)８ mm 小判型

8g

重量

12g

21g

35g

52g

35g

51g

77g

APCOステンレス三角3.5mm 750kg \920　(税込 \1,012)3.5mm 三角型

ステンレス三角3.5mm 750kg \920　(税込 \1,012)3.5mm 三角型

ステンレス三角4mm 1,000kg4 mm 三角型

9.4g

9.4g

14g

小判ステンレス

小判スチール

角型ステンレス

角型スチール

台形スチール

STUBAI台形

■レスキューとブライダルの接続例　　　　　推奨破断強度 2000kg 以上

■ハーネスとブライダルの接続例　　　　　　　　推奨破断強度 1000kg 以上　

メス

アルミ合金製

25mm

■ステンレスバックル (破断強度　12KN)

①QLB ゲットアップダブル　40mm/25mm

②QLB ゲットアップシングル　40mm/25mm

③QLB シングル　40mm

■アルミバックル (破断強度　10KN)

④QLB　7075 25mm

\2,600　(税込 \2,860)

\2,600　(税込 \2,860)

\2,300　(税込 \2,530)

\2,300　(税込 \2,530)

①　　　　②　　　　　③　　　　　④

スチール三角6mm 1,250kg6 mm 三角型 39g

スチール三角7mm 2,000kg7 mm 三角型

ステンレス角型5mm 1,625kg5 mm 角型

ステンレス角型6mm 2,250kg6 mm 角型

ステンレス角型7mm 3,125kg7 mm 角型

58g

27g

44g

66g

ステンレス角型4mm 1,000kg4 mm 角型 15g

スチール角型6mm 1,250kg6 mm 角型

スチール角型7mm 2,000kg7 mm 角型

43g

64g

スチール角型8mm 2,750kg8 mm 角型 93g

STUBAIアルミ台形 台形型 13g6 mm

　 Pulley   ■プーリー

三角ステンレス

三角ステンレス

スチール台形6mm 1,250kg6 mm 台形型 46g

\1,040　(税込 \1,144)

\1,040　(税込 \1,144)

\1,150　(税込 \1,265)

\1,380　(税込 \1,518)

\1,610　(税込 \1,771)

\1,960　(税込 \2,156)

\2,300　(税込 \2,530)

\1,270　(税込 \1,397)

\1,380　(税込 \1,518)

\1,500　(税込 \1,650)

\920　(税込 \1,012)

\1,380　(税込 \1,518)

■Charly　PARA LOCK ■Charly　ピンロック
航空機用クイックピン

採用。内径40mm、80g

　破断強度　25KN

\7,100　(税込 \7,810)

スリムライザー対応アダ

プター(15mm)

\2,300　(税込 \2,530)

レバーを採用し、
ヒューマンエラーがお
きにくいクイックアウト
カラビナ。73g　破断

強度　28KN

\11,000

　(税込 \12,100)

■STUBAI
α3000AT
オートマチックロック式

のアルミ合金製

100g、

破断強度　30 KN

\3,200　(税込 \3,520)
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