G14 /G12-Crampons
グリベル・G14とG12クランポン

G14

Ｇ14オーマチックSP

Ｇ14ニューマチック

620g 片方

610g 片方

G14 Cramp-O-Matic SP

G14 New Matic

GV-RA075A01S
Ｇ14・オーマチックSP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥29,000＋税

GV-RA075A02
Ｇ14・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥29,000＋税

二本前歯は鍛造仕上げ。一本前歯モノポイントに変換工作ができるモノポイント専用アルミスペーサーが付属さ

つま先はプラスチックハーネス、
かかとはバインディング止め。

れている。
つま先は
「クランプ・オーマチック」
と呼ぶスプリング効果のあるスペシャルナローベイルバックル付き。

●重量／610g（片方）

●重量／620g（片方）

G12

Ｇ12ニューマチック

530g 片方
Ｇ12ニュークラシック

G12 New Matic

505g 片方

GV-RA074A02
Ｇ12・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,500＋税

G12 New Classic

つま先はプラスチックハーネスでダブル仕様ブーツへも対応する。
かかとはバインディングシステム。●重量／530g
（片方）

GV-RA074A04
Ｇ12・ニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,500＋税
つま先、
かかと共にプラスチックハーネス。
多くの登山靴に対応する。

G12 Cramp-O-Matic SP
GV-RA074A01S
Ｇ12・オーマチックSP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,500＋税
オーマチックはスペシャルナローベイル。
最近のつま先が細いシューズへ対応する。
●重量／540g（片方）
Ｇ12オーマチックSP

540g 片方
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---------------------------------Ｇ14、
Ｇ12、
Ｇ10、
エアーテック、エアーテックライト
に付属されている、
アコーデオン

●重量／505g（片方）

★小さなサイズの靴の場合は短くカッ
トして利用します。
土ふまず部の雪だんご防止、
アコーデオン

G10-Crampons
グリベル・G10クランポン

フレックスメタルプレート付き

Ｇ10ニュークラシック

420g 片方

G10 New Classic
GV-RA072A04F Ｇ10・ニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
つま先かかと共にプラスチックハーネス。
ジョイントプレートがフレックスメタルプレートだから底が曲がった
古い登山靴にも対応します。●重量／420g（片方）

フレックスメタルプレート付き

G10 Wide
GV-RA072A24F Ｇ10・ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税

Ｇ10ワイド

つま先ワイド型のＧ10ワイド

スノーボード用ソフトブーツやテレマークスキー靴用につま先が幅広仕様の10本

420g 片方

歯。
フロントハーネスの取付け位置が外側だから幅広靴に合わせられる。
フレック
スメタルプレート装着。●重量／420g
（片方）

Ｇ10ニューマチック

460g 片方

G10 New Matic
GV-RA072A02 Ｇ10・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
つま先はプラスチックハーネス、
かかとはバインディング止め。
●重量／460g
（片方）

------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Spider Snowpads

スパイダー

軽量

155g

GV-AS500B01G スパイダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,000＋税
寒冷と衝撃に強い
「ザイテル」
プラスチックプレートに専用のスチールピンが10本付いて
いる。靴の左右に掛かるハーネスは靴底に沿って90度曲がるので靴幅調節はフリー。収
納は左右の歯と歯を合わせて小さくできる。
収納袋付き●重量／155g（ペアー）
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Air Tech-Crampons

エアーテック・ニュークラシック

445g 片方

Air Tech New Classic
GV-RA073A04
エアーテック・ニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥21,500＋税
つま先かかと共にプラスチックハーネス。
●重量／445g（片方）

エアーテック・ニューマチック

470g 片方

Air Tech New Matic
GV-RA073A02
エアーテック・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥21,500＋税
フロントの固定方式はプラスチックハーネス。
かかとはバインディング止め。
●重量／470g（片方）

エアーテック・オーマチックSP

480g 片方

Air Tech Cramp-O-Matic SP
GV-RA073A01S
エアーテック・オーマチックSP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥21,500＋税
オーマチックベイルはスペシャルナローベイル。
つま先が細いシューズへ対応。
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グリベル・エアーテッククランポン

●重量／480g（片方）

エアーテッククランポンは歩きやすい12本歯。
歯が短いので岩場が多い雪山向きでビギナーに好適。

Air Tech Light

エアーテックライトアルミクランポン

ツアースキーやヒマラヤ登山等、重さを気にする人のために作られま
した。
強固なアルミ材が使われていますが岩場の歩行には不向きです。

エアーテックライト・オーマチック

345g 片方

GV-RA732A01
エアーテックライト・オーマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,500＋税
つま先はツアーブーツ専用ベイル付き。
●重量／345g（片方）

エアーテックライト・
ニューマチック

335g 片方
GV-RA732A02
エアーテックライト・ニューマチック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,500＋税
装着はつま先がプラスチックハーネス、
かかとはバインディング止め。
つま先幅はスタンダードで
ジョイントは固いメタルプレートだから底の固い登山靴向き。
アンチボット、
アコーデオン付き。
●重量／335g
（片方）

エアーテックライト・ワイドニュークラシック

軽量

285g 片方

フレックスプレート付き

GV-RA732A24F
エアーテックライト・ワイドニュークラシック・・・・・・・・・・・・・・￥23,500＋税
シューズへの装着は前後共プラスチックハーネス式。
つま先はワイド幅でフレックスメタルジョイン
トプレートなのでスノーボーダーのソフトブーツへも適応します。
アンチボット、
アコーデオン付き。
●重量／285g
（片方）

グリベル・クランポンパーツ

C2Nベイル

GV-RBC2NBAIL
C2Nベイル
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥2,900＋税
このベイルを取付ければ
つま先にコバがないシューズも
フィットする。

クランプオーマチックベイルハンガー 3サイズ

シューズのソール形状は靴先幅が広いものから狭いもの迄、多様化し

ワイドベイル

100mm

ベイル幅

てきました。
グリベルは3種類の異なる幅のハンガーをアクセサリーとし
て用意しています。

クランプオーマチック
ベイルハンガー

ナローベイル

90mm

ベイル幅

GV-RBWBAIL ワイドベイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,200＋税

SPベイル

82mm

ベイル幅

●ベイル幅（靴先接点内径）
／100mm

GV-RBNBAIL ナローベイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,200＋税
●ベイル幅（靴先接点内径）
／90mm

GV-RBSBAIL

SP（スペシャルナロー）ベイル・・・・・￥2,200＋税

●ベイル幅（靴先接点内径）
／82mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crampon Parts

Joint Metal Plate
ジョイントメタルプレート

スーパーアシメ
トリプレート

GV-RB097.17
（ペアー）
スーパーアシメトリプレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,800＋税
ソールが極端に内側へカーブしているシューズ用のジョイントプレート。

ロングメタルプレート

ノーマルメタルプレート

ショートメタルプレート

GV-RB097.14
ロングメタルプレート
（ペアー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600＋税
GV-RB097.15
ノーマルメタルプレート
（ペアー）
・・・・・・・・・・・・・・￥1,600＋税
GV-RB097S
（ペアー）
・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500＋税
ショートメタルプレート
シューズサイズ37
（24.0㎝）
以下の小さな登山靴用。

フレックス
メタルプレート

GV-RB097.18
フレックスメタルプレート
（ペアー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500＋税
柔軟性に富んだ薄い鋼板製。
大きく曲がる屈曲性と耐久性を保持している。
この性能は、
スノーボーダー用ソフトブーツや反りが大きい靴底に対応します。

-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti Snow Accessories

アンチスノープレート

●アンチスノープレートの選択
アンチボット

クランポン

品番

スノープレート名

クランポンの形式

￥4,800＋税

G14
G1

GV-RB101.75 アンチボットG14・32

新型後部形状

G12
G1

GV-RB101.74 アンチボットG12・30

新型後部形状

G1
G10

GV-RB101.73 アンチボットG10・30

新式ハーネス

エアーテック
エア

GV-RB101.73 アンチボットエアーテック エアーテック
（スチール製）

エア
エアーテックライト GV-RB101.74 アンチボットG12・30

小売価格

新式ハーネス

エアーテックライト
（アルミ製）

￥4,800＋税
￥4,800＋税
￥4,800＋税
￥4,800＋税

注：アンチボッ
ア
トG10・30はエアーテッククランポンにも取り付けられます。
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