
【使用上の注意】
トレイルクランポン、トレイルクランポン
ウルトラ、本製品は簡易アイゼンです。
本格的な冬山登山には使用しないでくだ
さい。
使用する靴によっては使用できない場合
があります。

トレイルクランポン ¥11,000 （税抜価格：¥10,000）
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）/414g、 S（24.0～26.0cm）/440g
　　　　　　　　　　　　 M（26.0～28.0cm）/462g、L（28.0～30.0cm）/502g
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　
生産国/韓国製

サイズ/重量（ユニセックス）：
XS(22.0～24.0cm)/374g、
S(24.0～26.0cm)/399g、
M(26.0～28.0cm)/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
生産国/韓国製

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

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します。

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 
¥12,650 （税抜価格：￥11,500）

TCU

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） 
¥2,200 （税抜価格：￥2,000）

TRAIL CRAMPON

TRAIL CRAMPON ULTRA

レッドブラック

ヒルサウンドはカナダのバンクーバーで2007年に創業しました。この会社にはアウトドアが大好きな人ばかりが集まって
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。クランポンブ
ランドとして創業しましたが、今では防水ストレッチゲーターや、軽量で使いやすいチェア、「ＢＴＲ」、そしてバックパック
の中を効率よく整理できる新しいタイプのスタッフバッグ、「パックスタック」を開発し皆さまに愛されています。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たことを誇りに思っています。これからもハイキング、バッ
クパッキング、キャンプ、釣り、ハンティング、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。 

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
生産国／韓国製

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。（25cm～30cmまで）

トレイルクランポンプロ  ¥13,200 （税抜価格：￥12,000）
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®　生産国／中国製

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
生産国／中国製

スーパーアルマジロナノ ¥14,850 （税抜価格：￥13,500）

特徴

特徴

ＨＳＧ００１ アルマジロ LT  ¥11,550 （税抜価格：￥10,500）ＨＳＧ００４U

TRAIL CRAMPON PRO

ARMADILLO LTSUPER ARMADILLO NANO

【使用上の注意】
トレイルクランポンプロ、本製品は簡易アイゼンです。
ハイキング用です。（バックカントリー、ウィンターハイキング等）降雪時の低
山以外の本格的な冬山登山や、岩登りには絶対に使用しないでください。
使用する靴によっては使用できない場合もあります。
ソールが柔らかい靴には使用しないでください。
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生産国／ベトナム製 

14 インチ 17 インチ

ＢＴＲスツール／軽量・コンパクト・簡単スツール

BTR

BTR スツール 14インチ 
¥11,000（税抜価格：￥10,000）
カラー／ブラック（BTRBLK14）、アルペングロー（BTRALP14）、グレイシャー（BTRGLC14）
サイズ／使用時：30.5 x 28 x 36.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 29.5cm　座面の高さ：約36cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／373g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

軽さやコンパクトさを持ちながら、セットアップ・撤収のスピーディさや座った際の安定感・安心感も同時に実現。「ＢＴＲ」はBetter than Rock（岩に座るよりいいだろう。）
の頭文字を取ったものです。ＢＴＲはヒルサウンドが自信を持ってお届けするコンパクトスツールです。

BTR スツール 17インチ 
¥12,100（税抜価格：￥11,000）
カラー／ブラック（BTRBLK17）、アルペングロー（BTRALP17）、グレイシャー（BTRGLC17）
サイズ／使用時：33.5 x 33 x 44.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 34.5cm　座面の高さ：約44cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／416g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

SIMPLE IS BTR.

「ファントムロック」特許出願中のこのロックシステムは、脚部収束時にロックが外れ脚を伸縮可能にするシステム。　
開脚時は自動的にロックされるので安心。撤収時も足を閉じるだけでロック解除可能です。

・３本の脚が完全に伸びていること。
・３本の脚が完全に広がっていること。
・座面シートと脚の接続部分、
 ３ケ所がしっかり固定されていること。

・勢いよく座らず、ゆっくり安定を確認しながら座ってください。
 ３脚チェアの特性上、しっかり体重がかかることにより安定して座れます。
 単独で荷重をささえる設計になっていません。
必ず着席時にはご自身でバランスを取り転倒しないようにお気を付けください。

１：座面のフックを外す
２：脚を伸ばす
３：脚を拡げる  →完成

組立簡単！ 3ステップ

座る前の注意 座る時の注意

アルペングロー ブラック グレイシャー

パッキングソリューション／オーガナイザー

バックパックの中を簡単に整理整頓！ 新しいタイプのスタッフバッグです。　「パックスタック」

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。テント内でも道具が散らからず整
理された快適な空間となるでしょう。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
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。

パックスタック プロ仕様
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

もちろん単品使用も
おすすめ。

①あなたのバックパックの容量は？
　40Ｌ  or 60Ｌ

②あなたの使い方に応じてお好みの組み合わせで、
　あなたのバックパックにフィットさせてください。

紹介動画（YouTube）

小物を中心にコンパクトに⇒ショート、かさばる大物もスッキリ収納⇒トール

40 L

60 L

60 L

40 L

30㎝

10㎝

32.5㎝

10㎝17㎝ 17㎝

30㎝ 32.5㎝

ショート
[5.6L]

トール
[9.8L]

ショート
[6.4L]

トール
[11.1L]

［ショートを使う］
５ケ使用が目安
（高さ 10cmｘ5）

［トールを使う］
３ケ使用が目安
（高さ 17cmｘ3）

【最大使用の目安】
組み合わせは自由です！
ショート＆トール、
ブラック＆グレー、
お好みでお選びください！

[ 高さ ]
ショート :10cm
トール :    17cm
※40L, 60L,
 高さは同じです。

パックスタックプロ 40L
PSPBLK40S①

パックスタックプロ 40L 
PSPBLK40T②

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60T④③

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60S

PSGRY40S

パックスタック 40L
⑤

パックスタック 40L
PSGRY40T⑥

パックスタック 60L
PSGRY60S⑦

パックスタック 60L
PSGRY60T⑧

■パックスタック・プロ（ブラック）⇒より防水性・耐水性が高いプロ。濡らしたくない！

■パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

フルシーム＆止水ジップ仕様（完全防水ではありません）

PSPBLK40S

PSPBLK40T

PSPBLK60S

PSPBLK60T

PSGRY40S

PSGRY40T

PSGRY60S

PSGRY60T

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

￥5,170（税抜価格：￥4,700）
￥5,280（税抜価格：￥4,800）
￥5,500（税抜価格：￥5,000）
￥5,610（税抜価格：￥5,100）
￥3,080（税抜価格：￥2,800）
￥3,190（税抜価格：￥2,900）
￥3,410（税抜価格：￥3,100）
￥3,520（税抜価格：￥3,200）

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタックプロ ６０L

パックスタック ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

102g

118g

112g

122g

94g

108g

104g

120g

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

ブラック

グレー

ヒルサウンド／パックスタック　5251　ヒルサウンド／BTRスツール



生産国／ベトナム製 

14 インチ 17 インチ

ＢＴＲスツール／軽量・コンパクト・簡単スツール

BTR

BTR スツール 14インチ 
¥11,000（税抜価格：￥10,000）
カラー／ブラック（BTRBLK14）、アルペングロー（BTRALP14）、グレイシャー（BTRGLC14）
サイズ／使用時：30.5 x 28 x 36.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 29.5cm　座面の高さ：約36cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／373g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

軽さやコンパクトさを持ちながら、セットアップ・撤収のスピーディさや座った際の安定感・安心感も同時に実現。「ＢＴＲ」はBetter than Rock（岩に座るよりいいだろう。）
の頭文字を取ったものです。ＢＴＲはヒルサウンドが自信を持ってお届けするコンパクトスツールです。

BTR スツール 17インチ 
¥12,100（税抜価格：￥11,000）
カラー／ブラック（BTRBLK17）、アルペングロー（BTRALP17）、グレイシャー（BTRGLC17）
サイズ／使用時：33.5 x 33 x 44.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 34.5cm　座面の高さ：約44cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／416g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

SIMPLE IS BTR.

「ファントムロック」特許出願中のこのロックシステムは、脚部収束時にロックが外れ脚を伸縮可能にするシステム。　
開脚時は自動的にロックされるので安心。撤収時も足を閉じるだけでロック解除可能です。

・３本の脚が完全に伸びていること。
・３本の脚が完全に広がっていること。
・座面シートと脚の接続部分、
 ３ケ所がしっかり固定されていること。

・勢いよく座らず、ゆっくり安定を確認しながら座ってください。
 ３脚チェアの特性上、しっかり体重がかかることにより安定して座れます。
 単独で荷重をささえる設計になっていません。
必ず着席時にはご自身でバランスを取り転倒しないようにお気を付けください。

１：座面のフックを外す
２：脚を伸ばす
３：脚を拡げる  →完成

組立簡単！ 3ステップ

座る前の注意 座る時の注意

アルペングロー ブラック グレイシャー

パッキングソリューション／オーガナイザー

バックパックの中を簡単に整理整頓！ 新しいタイプのスタッフバッグです。　「パックスタック」

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。テント内でも道具が散らからず整
理された快適な空間となるでしょう。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
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。

パックスタック プロ仕様
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

もちろん単品使用も
おすすめ。

①あなたのバックパックの容量は？
　40Ｌ  or 60Ｌ

②あなたの使い方に応じてお好みの組み合わせで、
　あなたのバックパックにフィットさせてください。

紹介動画（YouTube）

小物を中心にコンパクトに⇒ショート、かさばる大物もスッキリ収納⇒トール

40 L

60 L

60 L

40 L

30㎝

10㎝

32.5㎝

10㎝17㎝ 17㎝

30㎝ 32.5㎝

ショート
[5.6L]

トール
[9.8L]

ショート
[6.4L]

トール
[11.1L]

［ショートを使う］
５ケ使用が目安
（高さ 10cmｘ5）

［トールを使う］
３ケ使用が目安
（高さ 17cmｘ3）

【最大使用の目安】
組み合わせは自由です！
ショート＆トール、
ブラック＆グレー、
お好みでお選びください！

[ 高さ ]
ショート :10cm
トール :    17cm
※40L, 60L,
 高さは同じです。

パックスタックプロ 40L
PSPBLK40S①

パックスタックプロ 40L 
PSPBLK40T②

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60T④③

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60S

PSGRY40S

パックスタック 40L
⑤

パックスタック 40L
PSGRY40T⑥

パックスタック 60L
PSGRY60S⑦

パックスタック 60L
PSGRY60T⑧

■パックスタック・プロ（ブラック）⇒より防水性・耐水性が高いプロ。濡らしたくない！

■パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

フルシーム＆止水ジップ仕様（完全防水ではありません）

PSPBLK40S
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PSPBLK60S

PSPBLK60T

PSGRY40S
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17cm
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18cm
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32.5cm

30cm
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32.5cm

32.5cm

￥5,170（税抜価格：￥4,700）
￥5,280（税抜価格：￥4,800）
￥5,500（税抜価格：￥5,000）
￥5,610（税抜価格：￥5,100）
￥3,080（税抜価格：￥2,800）
￥3,190（税抜価格：￥2,900）
￥3,410（税抜価格：￥3,100）
￥3,520（税抜価格：￥3,200）

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタックプロ ６０L

パックスタック ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

102g

118g

112g

122g

94g

108g

104g

120g

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

ブラック

グレー

ヒルサウンド／パックスタック　5251　ヒルサウンド／BTRスツール
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