
細引き（ナイロンロープ）

ケンコー社オリジナル 
ナイロンロープ＆テープ

ナイロンテープ

ナイロンテープ（バックル・コキ付）（結束用）

アブミプレート

ナイロンロープ2

ナイロンロープ3

ナイロンロープ4

ナイロンロープ5

ナイロンロープ6

ナイロンロープ7

ナイロンロープ8

ナイロンロープ9

2mm／100m

3mm／300m

4mm／200m

5mm／150m

6mm／100m

7mm／100m

8mm／100m

9mm／100m

1g

4g

10g

17g

21g

31g

40g

54g

HN2

HN3

HN4

HN5

HN6

HN7

HN8

HN9

品番

¥5,060（税抜価格：￥4,600）

¥19,800（税抜価格：￥18,000）

¥17,600（税抜価格：￥16,000）

¥18,480（税抜価格：￥16,800）

¥15,400（税抜価格：￥14,000）

¥25,300（税抜価格：￥23,000）

¥30,800（税抜価格：￥28,000）

¥42,900（税抜価格：￥39,000）

全11色

全９色

全９色

全７色

全７色

全７色

全７色

全７色

品名 直径 / 長さ 重量(1m)

80ｋｇｆ

146ｋｇｆ

393ｋｇｆ

726ｋｇｆ

949ｋｇｆ

1160ｋｇｆ

1602ｋｇｆ

2268ｋｇｆ

強度 価格 カラー

チューブテープ１５

チューブテープ２０

クライミングテープ１５

クライミングテープ２０

15ｍｍ／100ｍ

20ｍｍ／100ｍ

15ｍｍ／100ｍ

20ｍｍ／100ｍ

15g

19g

17g

27g

HN318

HN319

HN323

HN324

品番

¥16,500（税抜価格：￥15,000）

¥19,800（税抜価格：￥18,000）

¥22,000（税抜価格：￥20,000）

¥29,700（税抜価格：￥27,000）

レッド

ブルー

イエロー

グリーン
レッド

イザナスコア
（ライトブルー×リフレクター）

ブルー イエロー グリーン

品名 幅 / 長さ 重量(1m)

515kgf

710kgf

670kgf

1000kgf

強度 価格 カラー

バンジーコード

バンジーコード リフレクター

3mm / 100m

3mm / 100m

HN332

HN333

品番

¥9,240（税抜価格：￥8,400）

¥17,270（税抜価格：￥15,700）

ブラック

ブラックリフレクター

品名 直径 / 長さ 価格 カラー

2mmだけの展開カラー

YL FOR FGN FPK FYLRD BL GN VT CF BK OV BE

HN345 2mm／100ｍ 210ｋｇｆ 3g ¥18,480（税抜価格：￥16,800）ナイロンロープ２
（イザナスコア）

ライトブルー
×リフレクター

バックル付ベルト

コキ付ベルト
（ラダーロック）

30cm

50cm

70cm

105cm

30cm

50cm

70cm

105cm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

LB20/30

LB20/50

LB20/70

LB20/105

LK20/30

LK20/50

LK20/70

LK20/105

品番

¥209（税抜価格：￥190）

¥286（税抜価格：￥260）

¥330（税抜価格：￥300）

¥385（税抜価格：￥350）

¥165（税抜価格：￥150）

¥198（税抜価格：￥180）

¥220（税抜価格：￥200）

¥275（税抜価格：￥250）

10

10

10

10

10

10

10

10

品名 サイズ テープ幅 価格（1本） 入数

コキ付ベルト

バックル付ベルト

ブラック

ブラックリフレクター

日本製

CG-201

生産国／日本
サイズ／16ｘ3.5cm　重量／38g
・ステップ部に滑り止め付きのアブミプレートです。
・ロープホール直径約：1cm（7mmくらいまでのロープに対応）
  （CS:5）

アブミプレート  ¥825（税抜価格：￥750）

3, 4 mmだけの展開カラー

※巻単位の販売です

バンジーコード

　※ロール（巻）単位となります。

※化粧袋無し　※ご注文は入数単位となります。

※クライミング用途には使用しないで下さい。　※ロール（巻）単位となります。
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