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クリエイティブテクノロジー
エーデルリッドは世界で最も刷新的な登山用具メーカーです。150年の伝統がありドイツ南部のイスニーで
研究開発が行われて、
ロープはここで作られています。スタッフ全員が情熱的なクライマーであり人体確保の
専門知識を持ち、道具には何が必要かを正しく把握しています。最高の製品を作るという願望を持ち続けて
おり刷新的な技術を常に探求しています。

エーデルリッドは自然環境にやさしい──ブルーサインテクノロジー
スイスの「ブルーサインテクノロジー」は国際的に認められている自然環境保護機関です。bluesign ®ラベル
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の製品はエコフレンドリー、環境にやさしく無害です。健康や環境に安全な素材である事を保証するものです。
エーデルリッドロープの材料はすべてがブルーサインに認証されました。
品質やデザインに妥協しないで最小限の汚染物質に留めて製造している事を保証します。ロープ製造の全
行程に於いてブルーサインシステムの厳しい要求に従う事によって、例えばロープ表皮（シース）繊維を染色
する際に左記のような画期的な削減結果を得ました。

ロープテクノロジー

Pro Shield プロシールド
ナイロン糸の表面をテフロン粒子でコーティングして耐荷重特性を改善して水分や

Pro Dry プロドライ
プロドライロープは速乾性に優れ水分を吸収しないから凍結もしない。UIAA防
水テストでは、水分吸収が僅か1〜2％という結果でロープ重量は増えません。岩

汚水に対する耐性を向上させました。

Dry Shield ドライシールド

と氷のミックスルートやアイスクライミングでもプロドライ処理のロープは操作性が

この仕上げ加工により水分や汚水に対する耐性が強まります。
ロープは洗わなく

良くて安全性が高いのです。

ても繊維を長く保護します。

Thermo Shield サーモシールド

ColorTec カラーテック

エーデルリッドロープ特有の柔軟な質感と操作性はこの仕上げ加工から生まれま

ロープ中間部から色と柄を変える新技術。
デュオテックは途中から1本の糸の色

す。
特殊な熱処理は、
繊維を一度ゆるめた後に収縮させロープの芯糸と表皮を完

を変える編み技術ですが、
カラーテックはロープ中間部から糸の色構成を変えて

全に調和させます。
この特殊加工によりしなやかさが永続するのです。

別柄に変える事が出来る技術です。

●エーデルリッド製品は全て
（株）
マジックマウンテンが日本の正規輸入総代理店です。●本カタログ記載内容の無断転載、複写、
引用などは一切禁じます。
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Dynamic Ropes
ダイナミックロープ

スポーツライン

スポーツラインロープは広範囲に使用できます。
スポーツクライミング用ですが
岩壁ルートのトップロープでも丈夫な構造なので安心して使えます。

ボア50m

φ 9.8mm /50m
Thermo Shield
サーモシールド仕上げでロープが柔軟で操作しやすい。

A ＃264
New
Color

A ＃247

ボア40m、60m

φ 9.8mm /40m /60m

＃916
New
Color

B ＃198

B ＃602

New
Color

パイトン40m ＃247

パイトン50m ＃916

φ 10mm /40m

φ 10mm /50m

Boa φ9.8mm

Python φ10mm

スポーツクライミング用軽量シングルロープ。

スポーツクライミング用。
サーモシールド処理でしなやかなロープです。

インドアでも岩場でも使いやすい。

ER71080.040
パイトン40m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,300＋税

＃943
New
Color

●カラー／アイスミント×オレンジ
（＃247）

ER71080.050
パイトン50m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,600＋税

●カラー／Aアイスミント×オレンジ
（＃247）、Bオアシス×フレイム
（＃198）

ER71079.050
ボア50m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,600＋税

●カラー／オアシス×グレー
（＃916）

ER71080.060
パイトン60m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税

ER71079.040
ボア40m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,300＋税

パイトン60m ＃943

●カラー／Aレッド×イエロー
（＃264）、Bブルー×グレー
（＃602）

φ 10mm /60m

ER71079.060
ボア60m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税

●カラー／レッド×グレー
（＃943）

●カラー／Aアイスミント×オレンジ
（＃247）、Bオアシス×フレイム
（＃198）

Dynamic Ropes Technical Data
ロープ名
スポーツライン

プロライン

ダイナミックロープ・テクニカルデータ

ロープ径（mm） ロープタイプ

重量（g/m） 外皮率（%）落下テストパス回数

衝撃強度（KN）

伸長率
（％）

パイトン

10.0

64

38

8

8.9

10

ボア

9.8

62

40

7

8.8

9.3

ヘロンプロドライ

9.8

62

40

10

8.9

8.3

イーグルライトプロドライ

9.5

62

36

10

9.3

7.5

トパーズカラーテック

9.2

59

37

8/30/30

8.9/6.5/10.2

8.0/8.1/5.5

スイフトプロドライ

8.9

52

34

5/22/22

8.8/6.7/10.4

9.0/8.6/5.3

スターリングプロドライ

8.2

47

36

15/30

6.4/10.2

9.3/5.8

アプスプロドライ

7.9

44

33

9/30

6.7/10.3

7.7/4.8

スキマープロドライ

7.1

36

40

5/18

6.1/10.0

9.0/5.2
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Dynamic Ropes
ダイナミックロープ

EN 892

プロライン

プロラインロープは最小限の重量、
耐久性で最高品質の仕上げ処理が施されています。
厳しい自然条件でベストを求めるクライマーの必要条件を満たしています。
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Pro Dry
プロドライは速乾性に優れ凍結もしない。

Dry Shield
ドライシールドの耐久防水加工で濡れや汚れに強い。

Thermo Shield
サーモシールド仕上げでロープが柔軟で操作しやすい。

Pro Shield
プロシールド仕上げでかなり強いロープになる。

ヘロンプロドライ
50m ＃527

イーグルライトプロドライ
50m ＃053

φ 9.8mm /50m

φ 9.5mm /50m

A ＃138

B ＃329

ヘロンプロドライ
60m ＃281

イーグルライトプロドライ
60m ＃118

スイフトプロドライ
50m、60m

φ 9.8mm /60m

φ 9.5mm /60m

φ 8.9mm /50m /60m

New

Heron Pro Dry
φ9.8mm
優れた防水性と操作性で様々なシーンに対応する。

ER71235.050
ヘロンプロドライ50m・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,000＋税
●カラー／グリーン
（＃527）

ER71235.060
ヘロンプロドライ60m・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000＋税
●カラー／オレンジ
（＃281）
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Eagle Light Pro Dry
φ9.5mm

Swift Pro Dry
φ8.9mm

最高水準のヤーン
（撚糸）
を使用することにより、軽量でコンパクト、

シングルロープとしては超軽量。抜群の操作性と相まって、ハードな

そして素晴らしい操作性を実現した。

スポーツクライミングやアルパインクライミングに最適。

ER71233.050
イーグルライトプロドライ50m・・・・・・・・￥25,000＋税

ER71197.050
スイフトプロドライ50m・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000＋税

●カラー／ブルー
（＃053）

●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）

ER71233.060
イーグルライトプロドライ60m・・・・・・・・￥28,000＋税

ER71197.060
スイフトプロドライ60m・・・・・・・・・・・・・・・・￥28,000＋税

●カラー／グリーン
（＃118）

●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）

トパーズカラーテック
50m、60m ＃329

φ 9.2mm /50m /60m

Topaz ColorTec
φ9.2mm
アイスミントブルーの美しいデザインがロープ中間部から異なる
パターンになっている。

ER71223.050
トパーズカラーテック50m・・・・・・・・・・・・￥27,500＋税
●カラー／アイスミント
（＃329）

ER71223.060
トパーズカラーテック60m・・・・・・・・・・・・￥32,000＋税
●カラー／アイスミント
（＃329）

Climber : Tommy Caldwell Location : Smith Rocks
（USA）
Photographer : Mikey Schaefer

A ＃209

ColorTec

A ＃138

B ＃138

A ＃138

B ＃329

B ＃329

スターリングプロドライ
50m、
60m

アプスプロドライ
50m、60m

スキマープロドライ
50m、60m

φ 8.2mm /50m /60m

φ 7.9mm /50m /60m

φ 7.1mm /50m /60m

New
New

Skimmer Pro Dry
φ7.1mm

Starling Pro Dry
φ8.2mm

Apus Pro Dry
φ7.9mm

理想的な操作性能を持つダブルロープです。

素晴らしい強度と操作性を両立させた軽量細径ダブルロープ。

パインクライミングに。

ER71237.050
スターリングプロドライ50m・・・・・・・・・・￥18,000＋税

ER71236.050
アプスプロドライ50m・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,600＋税

※対応ビレーデバイスは、
「エーデルリッド・マイクロジュル」
となります。

●カラー／Aオレンジ
（＃209）
、Bグリーン
（＃138）

●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）

ER71237.060
スターリングプロドライ60m・・・・・・・・・・￥20,800＋税

ER71236.060
アプスプロドライ60m・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,500＋税

●カラー／Aオレンジ
（＃209）
、Bグリーン
（＃138）

●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）

超軽量超細径ダブルロープ。
ギアの重量を切りつめるハードなアル

ER71262.050
スキマープロドライ50m・・・・・・・・・・・・・・￥22,000＋税
●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）

ER71262.060
スキマープロドライ60m・・・・・・・・・・・・・・￥25,000＋税
●カラー／Aグリーン
（＃138）、Bブルー
（＃329）
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Accessory Ropes

ER71490.100
マルチコード2㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥60/m＋税

マルチコード

φ2mm

Multicord
SP

MADEINGERMANY

エーデルリッド・アクセサリーロープ

イエロー ＃024

●サイズ／ロープ径2㎜、
長さ100m巻●強度／0.6KN
●カラー／イエロー
（＃024）

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

100m 巻

φ3mm

マルチコード

ブルー ＃360

ER71492.100
マルチコード3㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥80/m＋税
●サイズ／ロープ径3㎜、
長さ100m巻●強度／2.4KN
●カラー／ブルー
（＃360）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃179

パワーロック

φ4mm

ER71478.100
パワーロック4㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥90/m＋税
●サイズ／ロープ径4㎜、長さ100m巻●強度／4.1KN

B ＃729

●カラー／Aブルー
（＃179）、Bレッド
（＃729）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃178

φ5mm

●サイズ／ロープ径5㎜、長さ100m巻●強度／6.0KN
B ＃198

Powerloc
Expert SP
100m 巻

●カラー／Aブルー
（＃178）、Bグリーン
（＃198）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ER71480.100
パワーロック6㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥150/m＋税

A ＃178

φ6mm

●サイズ／ロープ径6㎜、長さ100m巻●強度／8.8KN
B ＃282

パワーロック

ER71479.100
パワーロック5㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥110/m＋税

●カラー／Aブルー
（＃178）、Bオレンジ
（＃282）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃190

φ7mm

ER71481.100
パワーロック7㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥190/m＋税
●サイズ／ロープ径7㎜、長さ100m巻●強度／14.0KN

B ＃024

●カラー／Aブルー
（＃190）、Bゴールド
（＃024）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ＃151

ER71482.100
パワーロック8㎜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥230/m＋税

φ8mm

●サイズ／ロープ径8㎜、長さ100m巻●強度／16.4KN
B ＃198

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

パフォーマンススタティックロープ

外皮シースが強固なので伸長しない。
堅いシースは汚れが芯へ入るのを防ぎ摩さつに強い。
φ 11mm

ロール

MADEIN
GERMANY

ER83206.050
パフォーマンススタティック11/50・・・・・・・・・・・・￥18,000＋税

50m /100m /200m

●サイズ／径11㎜、
長さ50m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）

ER83206.100
パフォーマンススタティック11/100・・・・・・・・・・・￥36,000＋税
パフォーマンススタティック11

●サイズ／径11㎜、
長さ100m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）

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

ER83206.200
パフォーマンススタティック11/200・・・・・・・・・・・￥72,000＋税

φ 10mm

●サイズ／径11㎜、
長さ200m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）

ロール

50m /100m /200m

---------------------------------------------ER83204.050
パフォーマンススタティック10/50・・・・・・・・・・・・￥15,000＋税
パフォーマンススタティック10

●サイズ／径10㎜、
長さ50m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）

ER83204.100
パフォーマンススタティック10/100・・・・・・・・・・・￥30,000＋税

●パフォーマンススタティック・テクニカルデータ

●サイズ／径10㎜、
長さ100m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）
ロープ名
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直 径 静荷重強度 重 量
（mm） （KN） （g/m）

パフォーマンススタティック11

11.0

34.0

79

パフォーマンススタティック10

10.0

25.0

66

ER83204.200
パフォーマンススタティック10/200・・・・・・・・・・・￥60,000＋税
●サイズ／径10㎜、
長さ200m●カラー／ホワイト
（ブラックドット）

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

Static Ropes

●カラー／Aレッド
（＃151）、Bグリーン
（＃198）

Ropetooth
ロープツース

49g

ER73470
ロープツース・・・・・・・・・・・・・・￥2,700＋税
エーデルリッドのロープカッター。
ザックやハーネスに
付けるためにカラビナホールがある。
スチール缶ケー
ス入り。
中国製
●サイズ／刃長70㎜●重量／49g

