
8mm幅の超軽量スリング。耐摩耗性に優れた
超高分子ポリエチレンを使用。
チューブラー構造や編み込みの形状により、
軽量性、強度、しなやかさを併せ持つ。

超軽量チューブラースリング

ペトロール
（PTL）

ターキッシュブルー
（BL）

スペクトライエロー
（YL）

ブルー
（BL）

イエローマスタード
（YL）

ブルーサファイア
（BL）

100210

センダーチョークバック  
¥2,970（税抜価格：￥2,700）
重　量／66g　サイズ／12×12×19.5cm
カラー／ペトロール（PTL）、ターキッシュブルー（BL）、スペクトライエロー（YL）

100209

セイバーチョークバック  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
重　量／96g　サイズ／12×12×20cm
カラー／ブルー（BL）、イエローマスタード（YL）、ブルーサファイア（BL）

HH01

多くのバックパックに取り付けることができる汎用性の高いヘルメットホルダー。使い方は四隅
のフックをザック本体に取り付けて、ストレッチメッシュパネルでヘルメットを抑え込むだけ。
非常にシンプルな作りが魅力。

ヘルメットホルダー 
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

カラー／ブラック（BK）　重量／30ｇ

●耐摩耗性の高強度メッシュ

・どのブルーアイスパックにも
取り付け可能
・伸縮性のある生地で、どんな
ヘルメットにもフィット

PT1075

上下左右で向きを気にせず打ち込むことができる。
厚さ6mmで、ワイドなリスで威力を発揮します。

ユニバーサルピトン 
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

ブレード長／75mm　厚さ／6mm
重量／70g　素材／カーボンスチール

重　量／54g
カラー／ブルー（BL）

ハイドラ リーシュ
¥8,580（税抜価格：￥7,800）

100126

重　量／12g
カラー／ブラック（BK）

スライディングポンメル 
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

100133

重　量／28g　カラー／ブルー（BL）　強度／2ｋN
素　材／アルミニウム、UHMWポリエチレン、PES

ソロリーシュ ¥4,290（税抜価格：￥3,900）
100213

※本カタログ掲載のブルーアイスのアックス専用です。

・お好きな位置に取り付け可能な
ポンメルです。

・ハイスプリングを備えた多目的
超軽量シングルリーシュ

重　量／10g　カラー／ブルー（BL）

ピック プロテクター 
¥880（税抜価格：￥800）

100091

重　量／32g　カラー／レッド（RD）　サイズ／幅8mm
素材／UHMWPE（超高分子ポリエチレン）,ポリアミド
認証：CE EN 566　UIAA104

ミッションライト 120cm 
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

100266

重　量／48g　カラー／グレー（GY）　サイズ／幅8mm
素材／UHMWPE（超高分子ポリエチレン）,ポリアミド
認証：CE EN 566　UIAA104

ミッションライト 180cm 
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100266

重　量／16g　カラー／ブラック（BK）　サイズ／幅8mm
素材／UHMWPE（超高分子ポリエチレン）,ポリアミド
認証：CE EN 566　UIAA104

ミッションライト 60cm 
¥1,430（税抜価格：￥1,300）

100266

ピック / アッズ プロテクター 
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

100094

重　量／9g　カラー／ブルー（BL）
重　量／21g　カラー／ブルー（BL）

スパイク プロテクター  
¥880（税抜価格：￥800）

100097

NEW

NEW

NEW
 180cm グレー（GY）

  120cm レッド（RD）

  60cm ブラック（BK）

トレイルクランポン ¥9,460 （税抜価格：¥8,600）
トレイルクランポンは、スパイクに炭素鋼を使用することで柔軟性と高強度を両立させた簡易アイゼンです。
シェルパ族によるヒマラヤでのテストを繰り返して開発されました。冬季ハイキングはもちろん、夏に残雪の上を歩くシーンで
グリップ力を高め、スリップの危険性を軽減させます。取り外しが簡単にできるのでストレスなくお使いいただけます。
使用シーン：雪山低山ハイキング、残雪期の登山、冬季のトレイルランニング

ベストセラーモデル、トレイルクランポンの進化版。
優れたトラクション性能をそのまま引き継ぎ、より耐久性
に優れ、よりフレキシブルに、より軽量化したモデルです。

簡易着脱 ／ ハイストレッチ ／ 人間工学に基づいた設計 ／ ベルクロストラップ付 特徴

簡易着脱 ／ ハイストレッチ ／ 
人間工学に基づいた設計 ／ ベルクロストラップ付 

特徴

カラー／ブラック、レッド
サイズ/重量（ユニセックス）：XS（22.0～24.0cm）/448g、 S（24.0～26.0cm）/460g
　　　　　　　　　　　　 M（26.0～28.0cm）/480g、L（28.0～30.0cm）/500g
素　材：スパイク：S50Cカーボンスティール（爪１１本）、（爪長1.5cm）　
　　　  チェイン：ステンレススティール＃304　ハーネス：エラストマー

サイズ/重量（ユニセックス）：
XS(22.0～24.0cm)/374g、
S(24.0～26.0cm)/399g、
M(26.0～28.0)/422g
素　材：
スパイク：ステンレススチール（爪18本）　
チェイン：ステンレススチール　
ハーネス：エラストマー

サイズ/重量（ユニセックス）：XS (22.0～24.0cm)、S (24.0～26.0cm)、M (26.0～28.0cm)／348g、L (28.0～30.0cm)
素　材：スパイク：ステンレススチール（爪18本）（爪長：0.5cm）
プレート：ポリウレタン、ハーネス：エラストマー

サイズ/重量：7×16×22.5cm/104.9g
素　材：1000Ｄナイロン

エルゴノミックスパイクシステムにより、スパイクの安定性が向上し、スパイクが確実に靴
のソールにフィットするようになりました。
グリップ力が増すことで、重装備を背負っての移動や、ロングトレイルを歩く時に発生する
筋肉疲労が軽減されます。

下山やトレイルランニング等、
つま先から接地する行動中に
使用することで、幅の広いヒー
ルプレートが確かなグリップ
力を提供します。

ベルクロクロージャーはクランポンの横揺れや深い雪をラッセルしながら歩く場面でク
ランポンが着脱する危険性を防ぎます。

プラスティックハーネスは約
－70℃の低温下でも硬化する
ことなく確実に靴にフィット
し続けます。

TC

トレイルクランポン ウルトラ 
¥10,780 （税抜価格：￥9,800）

TCU

フィット感の調整が可能で、軽量且つ高いグリップ力で雪道を楽しく安全に歩
けるシリーズ中、最軽量のクランポンです。冬季のウォーキングや、トレイルラ
ンニング、雪上ハイキングに適しており、耐久性の高い18本のスパイクが確かな
グリップ力を発揮します。

フレックスステップス ¥8,360 （税抜価格：￥7,600）
FLX

BEST SELLER!

メッシュパネルで通気性の良い
クランポン用収納ケース。
ベルクロ・アタッチメント付。
（TC、TCU、FLX専用）

スパイクキーパー
（クランポンキャリーバッグ） 
¥1,540 （税抜価格：￥1,400）

CCB

TRAIL CRAMPON

TRAIL CRAMPON ULTRA

FLEX STEPS

レッド

ブラック

ヒルサウンドにはアウトドアが大好きな人間が集まっています。そしてアウトドア・アクティビティをより安全で、誰でも親
しみやすくなるようにいつも考えています。クランポンのブランドとして2007年に創業したヒルサウンドは、今やクランポ
ンだけでなく、防水ストレッチゲイターや、軽量で使いやすいチェアを開発したことも誇りを思っています。カナダの大自
然の中で10年以上テストを繰り返し、商品開発を行ってきました。これからもヒルサウンドは、ハイキング、バックパッキン
グ、キャンプ、釣り、ハンティング、そして旅行を楽しむ人々のために、様々なアウトドア用品を作り続けていきます。
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X型ポリカーボネイトハーネスは、圧迫部分をつくらずに
全体的にテンションをかけて靴にフィットするデザイン

・前後に装着されているアンチスノープレートのお陰で、常に最大のグリップ力を提供します
・シンプルなラチェットバックルバインディングは素早い着脱を可能にしました
・深雪でもラチェットが緩まないように固定するストッパーを標準装備
・靴のサイズに合わせてクランポンのサイズを簡単に変更することができます

簡易着脱／軽量／高いグリップ力 

サイズ／レギュラー（25-30cm）　重　量/667ｇ（ペア）
素　材／スパイク/熱処理カーボンスティール（爪の長さ：2-2.5cm、10本）　ハーネス：エラストマー

特徴

雪上でグリップ力を必要とする人へおススメするトレイルクランポンプロは、従来のアイゼンの
グリップ力と簡単な着脱を提供する簡易アイゼンです。
シンプルなラチェットバックルバインディングはほとんどのハイキングシューズに取付けること
が可能。靴に合わせて前後の長さ調節もできます。

トレイルクランポンプロ  ¥10,780 （税抜価格：￥9,800）
TCP

ヒルサウンドが提供するスーパーアルマジロナノは、SuperFabric®、C-Change fabric、NanoSphere加工
を利用した世界でも類を見ない高強度なハイテクゲーターです。アルパインアドベンチャーやエクスペ
ディションにとって理想的である、厳しい環境下でも優れた防護機能を提供します。

ハイキングやスノーシューに最適なアルマジロLTはヒルサウンド
が提供する最もスタンダードな軽量ウィンターゲータです。
2wayストレッチ素材がスムーズな動きを提供します。

・アイゼンなど、外部からのダメージを防ぎます。
・軽量で、耐熱・防汚機能があり、透湿性に優れています。
・鋭利な物体をそらす、装甲のような働きをする小さな樹脂に
  覆われたハイテク素材です。

踝周りに配置されたSuperFabric®は、
切り裂きや摩擦に対する優れた強度を持っています。

・低温化では外気の侵入を防ぎ、活動中には湿度の上昇を避
  ける為に透湿性がUPします。
・防水性、防風性に優れます。
・適度なしなやかさとフィット感で、快適なつけ心地を提供
  します。

Schoeller c_changeは透湿性や保温性が
外気温によって変化するハイテク素材です。

ふくらはぎ周りの素材に施されたNano Sphere加工は、
水分や付着し続ける汚れや埃から素材を守ります。

防水、透湿 ／ 優れた切り裂き強度 ／ストレッチ&快適フィット ／防汚機能 ／ YKKフロントジッパー 
／ 取替え可能ストラップ ／膝下はバックル付きストラップベルトでフィット感を調整可能

軽量 ／ 防水、透湿 ／ストレッチ&快適フィット ／ 
YKKフロントジッパー ／取替え可能ストラップ ／
膝下はバックル付きストラップベルトでフィット感を調整可能

・汚れや埃が表面に留まることができないので、
  特殊な手入れをする必要がなく
  綺麗な状態を保ちます。

カラー：ブラック（BK）　重量：362ｇ（M）、ふくらはぎ周囲長：S（37～39cm）、M（39～41cm）、L（41～43cm）
素　材：アッパーシェル：Schoeller c_change＋Nanosphere、ロワーシェル：SuperFabric®

カラー：ブラック（BK）
サイズ/重量（ユニセックス）：XS（21.5～23.5cm）/259g、S（23.5～25.5cm）/270g、
　　　　　　　　　　　　  M（25.5～28cm）/300g、L（28～30cm）/315g
素　材：アッパーシェル：Flexia 3.0 fabric、ロワーシェル：1000Dナイロン

スーパーアルマジロナノ ¥12,980 （税抜価格：￥11,800）

特徴

特徴

ＨＳＧ００１ アルマジロ LT  ¥9,790 （税抜価格：￥8,900）ＨＳＧ００４U

TRAIL CRAMPON PRO

ARMADILLO LTSUPER ARMADILLO NANO

パッキングソリューション／オーガナイザー

ヒルサウンドより、新しいパッキング方法の提案です。（新しいタイプのスタッフバッグ）

私たちはアウトドアで数日間過ごすときに、バックパックの中を効率よく整理された状態を保ち、ギアや装備を保護するこ
とがいかに難しいかを知っています。
パックスタック・モジュラーパックストレージシステムは丈夫に長く使えるように作られ、乱雑になりがちなバックパックの
荷物を、保護、整理整頓できるように特別に設計されています。バリエーション（トールとショート）と、バージョン（防水性
と耐候性）を組み合わせ積み重ねてパッキングします。 
このパッキングシステムを最大限に活用するためには、少なくとも3ケでの使用をお勧めします。

共通仕様

40L + 60L +

パックスタック プロ仕様
YKKジッパー、CORDURAリップスットプナイロン採用で丈夫、背面部分はハイドレー
ションのスペースを考慮した三日月形、パック内のデッドスペースをなくします、トップ
ハンドル、開けやすい長めのジッパータブ。

YKK止水ジッパー、フルシーム加工済、防水性に優れます。
（※100%防水ということではありません。）収納ケース付き

PACK STACK

PSGRY40S

［ショートを使う］
５ケ使用が目安（高さ10cmｘ5）

［最大使用の目安］

パックスタックプロ（ブラック）⇒より防水性が高いプロ。濡らしたくない！（フルシーム、止水ジップ） ※完全防水ではありません
パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

パックスタック 40L

PSGRY40S

PSPBLK40S

PSGRY40T

PSPBLK40T

PSGRY60S

PSPBLK60S

PSGRY60T

PSPBLK60T

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ショート

トール

ショート

トール

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

10cm

17cm

10cm

17cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

￥2,530（税抜価格：￥2,300）
￥4,070（税抜価格：￥3,700）
￥2,640（税抜価格：￥2,400）
￥4,180（税抜価格：￥3,800）
￥2,750（税抜価格：￥2,500）
￥4,290（税抜価格：￥3,900）
￥2,860（税抜価格：￥2,600）
￥4,400（税抜価格：￥4,000）

パックスタック ４０Ｌ

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタック ４０Ｌ

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

パックスタックプロ ６０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

パックスタックプロ ６０Ｌ

グレー

ブラック

グレー

ブラック

グレー

ブラック

グレー

ブラック

94g

102g

108g

118g

104g

112g

120g

122g

パックスタックプロ 40L

パックスタック 40L パックスタックプロ 40L 

パックスタック 60L パックスタックプロ 60L

パックスタック 60L パックスタックプロ 60L

［トールを使う］
３ケ使用が目安（高さ17cmｘ3）

まずはバックパックの
サイズを確認！
40Ｌ or 60Ｌ？

もちろん単品使用も
おすすめ。

次に、あなたの使い方に応じてお好みで組み合わせ、
あなたのバックパックにフィットさせてください。
ショート／トール／パックスタック／パックスタック プロ

シ
ョ
ー
ト

ト
ー
ル

シ
ョ
ー
ト

ト
ー
ル

① PSPBLK40S② PSGRY60S⑤ PSPBLK60S⑥

PSGRY40T③ PSPBLK40T④ PSGRY60T⑦ PSPBLK60T⑧

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

紹介動画（YouTube）

NEW
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X型ポリカーボネイトハーネスは、圧迫部分をつくらずに
全体的にテンションをかけて靴にフィットするデザイン

・前後に装着されているアンチスノープレートのお陰で、常に最大のグリップ力を提供します
・シンプルなラチェットバックルバインディングは素早い着脱を可能にしました
・深雪でもラチェットが緩まないように固定するストッパーを標準装備
・靴のサイズに合わせてクランポンのサイズを簡単に変更することができます

簡易着脱／軽量／高いグリップ力 

サイズ／レギュラー（25-30cm）　重　量/667ｇ（ペア）
素　材／スパイク/熱処理カーボンスティール（爪の長さ：2-2.5cm、10本）　ハーネス：エラストマー

特徴

雪上でグリップ力を必要とする人へおススメするトレイルクランポンプロは、従来のアイゼンの
グリップ力と簡単な着脱を提供する簡易アイゼンです。
シンプルなラチェットバックルバインディングはほとんどのハイキングシューズに取付けること
が可能。靴に合わせて前後の長さ調節もできます。

トレイルクランポンプロ  ¥10,780 （税抜価格：￥9,800）
TCP

ヒルサウンドが提供するスーパーアルマジロナノは、SuperFabric®、C-Change fabric、NanoSphere加工
を利用した世界でも類を見ない高強度なハイテクゲーターです。アルパインアドベンチャーやエクスペ
ディションにとって理想的である、厳しい環境下でも優れた防護機能を提供します。

ハイキングやスノーシューに最適なアルマジロLTはヒルサウンド
が提供する最もスタンダードな軽量ウィンターゲータです。
2wayストレッチ素材がスムーズな動きを提供します。

・アイゼンなど、外部からのダメージを防ぎます。
・軽量で、耐熱・防汚機能があり、透湿性に優れています。
・鋭利な物体をそらす、装甲のような働きをする小さな樹脂に
  覆われたハイテク素材です。

踝周りに配置されたSuperFabric®は、
切り裂きや摩擦に対する優れた強度を持っています。

・低温化では外気の侵入を防ぎ、活動中には湿度の上昇を避
  ける為に透湿性がUPします。
・防水性、防風性に優れます。
・適度なしなやかさとフィット感で、快適なつけ心地を提供
  します。

Schoeller c_changeは透湿性や保温性が
外気温によって変化するハイテク素材です。

ふくらはぎ周りの素材に施されたNano Sphere加工は、
水分や付着し続ける汚れや埃から素材を守ります。

防水、透湿 ／ 優れた切り裂き強度 ／ストレッチ&快適フィット ／防汚機能 ／ YKKフロントジッパー 
／ 取替え可能ストラップ ／膝下はバックル付きストラップベルトでフィット感を調整可能

軽量 ／ 防水、透湿 ／ストレッチ&快適フィット ／ 
YKKフロントジッパー ／取替え可能ストラップ ／
膝下はバックル付きストラップベルトでフィット感を調整可能

・汚れや埃が表面に留まることができないので、
  特殊な手入れをする必要がなく
  綺麗な状態を保ちます。

カラー：ブラック（BK）　重量：362ｇ（M）、ふくらはぎ周囲長：S（37～39cm）、M（39～41cm）、L（41～43cm）
素　材：アッパーシェル：Schoeller c_change＋Nanosphere、ロワーシェル：SuperFabric®

カラー：ブラック（BK）
サイズ/重量（ユニセックス）：XS（21.5～23.5cm）/259g、S（23.5～25.5cm）/270g、
　　　　　　　　　　　　  M（25.5～28cm）/300g、L（28～30cm）/315g
素　材：アッパーシェル：Flexia 3.0 fabric、ロワーシェル：1000Dナイロン

スーパーアルマジロナノ ¥12,980 （税抜価格：￥11,800）

特徴

特徴

ＨＳＧ００１ アルマジロ LT  ¥9,790 （税抜価格：￥8,900）ＨＳＧ００４U

TRAIL CRAMPON PRO

ARMADILLO LTSUPER ARMADILLO NANO

パッキングソリューション／オーガナイザー

ヒルサウンドより、新しいパッキング方法の提案です。（新しいタイプのスタッフバッグ）

私たちはアウトドアで数日間過ごすときに、バックパックの中を効率よく整理された状態を保ち、ギアや装備を保護するこ
とがいかに難しいかを知っています。
パックスタック・モジュラーパックストレージシステムは丈夫に長く使えるように作られ、乱雑になりがちなバックパックの
荷物を、保護、整理整頓できるように特別に設計されています。バリエーション（トールとショート）と、バージョン（防水性
と耐候性）を組み合わせ積み重ねてパッキングします。 
このパッキングシステムを最大限に活用するためには、少なくとも3ケでの使用をお勧めします。

共通仕様

40L + 60L +

パックスタック プロ仕様
YKKジッパー、CORDURAリップスットプナイロン採用で丈夫、背面部分はハイドレー
ションのスペースを考慮した三日月形、パック内のデッドスペースをなくします、トップ
ハンドル、開けやすい長めのジッパータブ。

YKK止水ジッパー、フルシーム加工済、防水性に優れます。
（※100%防水ということではありません。）収納ケース付き

PACK STACK

PSGRY40S

［ショートを使う］
５ケ使用が目安（高さ10cmｘ5）

［最大使用の目安］

パックスタックプロ（ブラック）⇒より防水性が高いプロ。濡らしたくない！（フルシーム、止水ジップ） ※完全防水ではありません
パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

パックスタック 40L

PSGRY40S

PSPBLK40S

PSGRY40T

PSPBLK40T

PSGRY60S

PSPBLK60S

PSGRY60T

PSPBLK60T

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ショート

トール

ショート

トール

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

10cm

17cm

10cm

17cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

￥2,530（税抜価格：￥2,300）
￥4,070（税抜価格：￥3,700）
￥2,640（税抜価格：￥2,400）
￥4,180（税抜価格：￥3,800）
￥2,750（税抜価格：￥2,500）
￥4,290（税抜価格：￥3,900）
￥2,860（税抜価格：￥2,600）
￥4,400（税抜価格：￥4,000）

パックスタック ４０Ｌ

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタック ４０Ｌ

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

パックスタックプロ ６０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

パックスタックプロ ６０Ｌ

グレー

ブラック

グレー

ブラック

グレー

ブラック

グレー

ブラック

94g

102g

108g

118g

104g

112g

120g

122g

パックスタックプロ 40L

パックスタック 40L パックスタックプロ 40L 

パックスタック 60L パックスタックプロ 60L

パックスタック 60L パックスタックプロ 60L

［トールを使う］
３ケ使用が目安（高さ17cmｘ3）

まずはバックパックの
サイズを確認！
40Ｌ or 60Ｌ？

もちろん単品使用も
おすすめ。

次に、あなたの使い方に応じてお好みで組み合わせ、
あなたのバックパックにフィットさせてください。
ショート／トール／パックスタック／パックスタック プロ

シ
ョ
ー
ト

ト
ー
ル

シ
ョ
ー
ト

ト
ー
ル

① PSPBLK40S② PSGRY60S⑤ PSPBLK60S⑥

PSGRY40T③ PSPBLK40T④ PSGRY60T⑦ PSPBLK60T⑧

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

紹介動画（YouTube）

NEW

ヒルサウンド パッキングソリューション　5251　ヒルサウンド クランポン/ゲーター
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