
生産国／ベトナム製 

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）
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30cm
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32.5cm
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￥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）
￥3,190（税抜価格：￥2,900）
￥3,300（税抜価格：￥3,000）
￥3,520（税抜価格：￥3,200）
￥3,630（税抜価格：￥3,300）

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

西ヨーロッパ最高峰モンブランの麓に位置する、シャモ
ニー。登山をはじめクライミング、エクストリームスキー、
ウルトラトレイルなど、厳しい山岳スポーツの中心地でも
ある。その地で２００８年に設立されたブルーアイス。
「ブルー」＝青く美しい空、「アイス」＝混じりけのない澄ん
だ氷。会社設立時の新鮮な気持ちを忘れないよう、このよう
に名付けました。

ブランド紹介動画① ブランド紹介動画②

フランス・シャモニーから。

シンプルでありながら機能的。軽量でありながら高い
耐久性。そして美しいブルーアイスの製品。
シャモニーを拠点に活躍する山岳ガイドやクライ
マー、プロスキーヤーが商品開発に携わり、実際の
フィールドで信頼できる製品を世に送り出して来まし
た。彼らの作る製品を、是非日本のフィールドでも使っ
てみてください。

洗練された機能美。

山と、謙虚に向き合う。その美しさと危険性を認識し、山
を征服するのではなくそれが未来に持続していくこと
に、意識を向けています。スタッフ全員が登山家であり、
クライマーでありスキーヤーであるブルーアイスチー
ムだからこそ、マーケットで最高の商品を提供すること
はもちろん、環境への配慮を怠らず持続可能な社会を目
指して製品作りを行っています。

ブルーアイスの哲学。

あなたの冒険の、ベストパートナーに

ブルーアイス　4241　ヒルサウンド／パックスタック



サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／500g
生産国／ベトナム製

ワディ 15Ｌ
¥15,400（税抜価格：￥14,000）

100400

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／825g（付属品全て外して600g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 60Ｌ
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

100405

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／920g（付属品全て外して700g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 90Ｌ
¥47,300（税抜価格：￥43,000）

100406

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、デカダンチョコレート
　　　  バルカン
重量／550g
生産国／ベトナム製

ワディ 22Ｌ
¥17,600（税抜価格：￥16,000）

100401

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／650g
生産国／ベトナム製

ワディ 32Ｌ
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

100402

NEW

1000Dの頑丈なクライミングパック
マルチピッチに使えるシンプルなクライミングパック。軽さ、堅牢さ、快適さのバランスに優れ
ています。長いアプローチからの複雑なルートのロッククライミングなど、野心的なアタック
に理想的なバッグです。

超軽量で大容量のエクスペディションパック
高所登山遠征時の使いやすさを意識して作られているスタッシュ。使用される材料は、信じ
られないほどの重量/強度比があります。山頂アタック時など荷物が少なくても快適に使え
るよう、３本のサイドストラップでのコンプレッションや、２段階の開口部の絞り、リッド取り
外しなどができるようになっています。

バルカン

オレンジ オレンジ

デカダンチョコレート ノースアトランティック

ウエストベルトは取り外し可能 ヘルメットホルダー付属 カラビナ付きロープストラップは
ビレイ時にも使用可能

アイスアックス
キャリー付属

取り外し可能な
フレームワイヤーとシート

取り外し可能なリッド

フィット感の良い
軽量幅広ハーネス

ハイドレーション対応

【共通仕様】
●素材：高靭性1000Dナイロン6.6　
　PFCフリー、ブルーサイン認証
●背面長：ワンサイズ
●２カ所の小物ポケット付き
●取り外し可能なウエストベルト
●ヘルメットホルダー付属
●アイスアックス/ポールキャリー付属

【共通仕様】
●素材：UHMWPEリップストップ　210D
●背面長：ワンサイズ
●３本のサイドコンプレッションストラップ
●アックスホルダー×２

アルパインザックのフラッグシップモデル。 アルパイン登山向けの機能が凝縮されたワーソッグ。
ブルーアイスの革新的なハイブリッドラミネートショルダーストラップは、クライミングハーネスの
構造に着想を得て、超薄型でありながら高い負荷分散と快適さを提供します。
カーボネートコーティングされた生地は雪や氷が着きにくく、従来モデルよりさらに冬季での使用
に適しています。
パーツ類が取り外せる汎用性の高いパックで、最大100gの軽量化が可能です。

ワインテイスティング

100325
ワーソッグ 30L 
¥27,500（税抜価格：￥25,000）
サイズ／S/M、M/L　　
重　量／630g(付属品全て外して530g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L　　
重　量／700g(付属品全て外して600g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

100326

ワーソッグ 40L 
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

取り外し可能なウエストパッドとベルト 開口部にジッパーポケット ロープに対応するセンターストラップ

新設計のショルダーハーネス リッド付近のジッパーポケット 取り外し可能なサイドコンプレッション

更に進化したドラゴンフライ。より強く、より多用途に。

超軽量アルパインパックのドラゴンフライ。２１０ｄとしっかりとした生地厚ながら400g台と
軽量性も維持。ポケットは最適な位置に配置され伸縮性をもち、行動中必要なギアにアクセ
スできるようになっています。 通気性を提供するためにメッシュを備えたキャリーシステム
を使用しています。 新設計されたショルダーパッドは、しっかりと荷重を伝達します。 生地は
撥水性があり、止水YKKジッパーと組み合わされています。

100329

ドラゴンフライ 18L 
¥14,960（税抜価格：￥13,600）
サイズ／ワンサイズ　　
重　量／415g(付属品全て外して325g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

サイズ／ワンサイズ　　
重　量／460g(付属品全て外して370g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

100330

ドラゴンフライ 26L 
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

タペストリー（TP） レッドグレー（RD） ワインテイスティング（WN）

ロープに対応するセンター
ストラップ

新設計のショルダーハーネス

通気性の良い背面パッド背面側にジッパーポケット

43　ブルーアイス／バックパック ブルーアイス／バックパック　44

backpack

ba
ck

pa
ck



サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／500g
生産国／ベトナム製

ワディ 15Ｌ
¥15,400（税抜価格：￥14,000）

100400

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／825g（付属品全て外して600g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 60Ｌ
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

100405

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／920g（付属品全て外して700g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 90Ｌ
¥47,300（税抜価格：￥43,000）

100406

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、デカダンチョコレート
　　　  バルカン
重量／550g
生産国／ベトナム製

ワディ 22Ｌ
¥17,600（税抜価格：￥16,000）

100401

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／650g
生産国／ベトナム製

ワディ 32Ｌ
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

100402

NEW

1000Dの頑丈なクライミングパック
マルチピッチに使えるシンプルなクライミングパック。軽さ、堅牢さ、快適さのバランスに優れ
ています。長いアプローチからの複雑なルートのロッククライミングなど、野心的なアタック
に理想的なバッグです。

超軽量で大容量のエクスペディションパック
高所登山遠征時の使いやすさを意識して作られているスタッシュ。使用される材料は、信じ
られないほどの重量/強度比があります。山頂アタック時など荷物が少なくても快適に使え
るよう、３本のサイドストラップでのコンプレッションや、２段階の開口部の絞り、リッド取り
外しなどができるようになっています。

バルカン

オレンジ オレンジ

デカダンチョコレート ノースアトランティック

ウエストベルトは取り外し可能 ヘルメットホルダー付属 カラビナ付きロープストラップは
ビレイ時にも使用可能

アイスアックス
キャリー付属

取り外し可能な
フレームワイヤーとシート

取り外し可能なリッド

フィット感の良い
軽量幅広ハーネス

ハイドレーション対応

【共通仕様】
●素材：高靭性1000Dナイロン6.6　
　PFCフリー、ブルーサイン認証
●背面長：ワンサイズ
●２カ所の小物ポケット付き
●取り外し可能なウエストベルト
●ヘルメットホルダー付属
●アイスアックス/ポールキャリー付属

【共通仕様】
●素材：UHMWPEリップストップ　210D
●背面長：ワンサイズ
●３本のサイドコンプレッションストラップ
●アックスホルダー×２

アルパインザックのフラッグシップモデル。 アルパイン登山向けの機能が凝縮されたワーソッグ。
ブルーアイスの革新的なハイブリッドラミネートショルダーストラップは、クライミングハーネスの
構造に着想を得て、超薄型でありながら高い負荷分散と快適さを提供します。
カーボネートコーティングされた生地は雪や氷が着きにくく、従来モデルよりさらに冬季での使用
に適しています。
パーツ類が取り外せる汎用性の高いパックで、最大100gの軽量化が可能です。

ワインテイスティング

100325
ワーソッグ 30L 
¥27,500（税抜価格：￥25,000）
サイズ／S/M、M/L　　
重　量／630g(付属品全て外して530g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L　　
重　量／700g(付属品全て外して600g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

100326

ワーソッグ 40L 
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

取り外し可能なウエストパッドとベルト 開口部にジッパーポケット ロープに対応するセンターストラップ

新設計のショルダーハーネス リッド付近のジッパーポケット 取り外し可能なサイドコンプレッション

更に進化したドラゴンフライ。より強く、より多用途に。

超軽量アルパインパックのドラゴンフライ。２１０ｄとしっかりとした生地厚ながら400g台と
軽量性も維持。ポケットは最適な位置に配置され伸縮性をもち、行動中必要なギアにアクセ
スできるようになっています。 通気性を提供するためにメッシュを備えたキャリーシステム
を使用しています。 新設計されたショルダーパッドは、しっかりと荷重を伝達します。 生地は
撥水性があり、止水YKKジッパーと組み合わされています。

100329

ドラゴンフライ 18L 
¥14,960（税抜価格：￥13,600）
サイズ／ワンサイズ　　
重　量／415g(付属品全て外して325g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

サイズ／ワンサイズ　　
重　量／460g(付属品全て外して370g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

100330

ドラゴンフライ 26L 
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

タペストリー（TP） レッドグレー（RD） ワインテイスティング（WN）

ロープに対応するセンター
ストラップ

新設計のショルダーハーネス

通気性の良い背面パッド背面側にジッパーポケット
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重　量／875g
チル 32L  ¥28,600（税抜価格：￥26,000）
100328

重　量／700g
チル 25L  25,300（税抜価格：￥23,000）
100327

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

機能的で軽量。クラシックな登山に最適なパック

重　量／840g　（スキーパーツを除くと748g）
ファイヤークレスト28Ｌ  ¥26,400（税抜価格：¥24,000）
100305

冬のアルパイン、春のスキートラバース、スピーディーな夏のロック
クライミングなど、あらゆる場面での素早い移動、効率的な運搬に
最適化された、非常に用途の広いバックパックです。

どんなアクティビティにも対応、オールシーズ使える軽量モデル
スキーの装備例

取り外し可能な
アバランチギアポケット

メイン気室にアクセス
できるサイドジッパー

重　量／980g（スキーパーツを除くと883g）
ワイヤーフレーム付（取り外し可能）

ファイヤークレスト38Ｌ  ¥28,600（税抜価格：¥26,000）
100306

【共通仕様】
サイズ／S/M（背面長44cm）、M/L（背面長49cm）
カラー／アローウッド
素　材／210d高靭性6.6ナイロン
付属品／アバランチポケット、スキーキャリーキットいずれも取り外し可能
生産国／ベトナム製

ショルダーハーネスには、フ
ラスク用ポケット（右）、ジッ
パー付小物入ポケット（左）
があります。（フラスクは付属
しません。）

ブロンズミスト（MST） インディアインク（INK）

チルは、ギアを整理してすばやくアクセスできることを重視するプロの山岳家のニーズに基
づいています。
頑丈なバックパネルとキャリーシステムが負荷管理を行い、薄型のハイブリッドショルダース
トラップと収納可能なウエストベルトがロープワークやハーネスの邪魔になりません。 新設
計のピッケルホルダーは、ヘッドの周りをしっかりホールドし安定した持ち運びを可能にしま
す。 止水YKKジッパーとDWR撥水処理生地は、耐久性と防水性を提供します。３２Lはフルレ
ングスのサイドジップアクセス付き。

ジッパーオープンの大きな開口部 ハイドレーション対応

２つのアックスが取り付け可能 頑丈なバックパネルと背負いやすい
ハーネス

リーチ 8L  ¥22,000（税抜価格：￥20,000）
100211

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／354g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

リーチ 12L  ¥24,200（税抜価格：￥22,000）
100212

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／371g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

【共通仕様】
●ハイドレーション対応
●収納可能なロープキャリーストラップ（トップ部分）
●メッシュショルダーストラップ
●ジッパー付ショルダーハーネスポケット（左右）
　（500mlのソフトフラスクやスマートフォンが収納可能）
●フロントポケットｘ１、サイドメッシュポケットｘ２
　内側ポケットｘ１
●ヘルメットホルダー付属

フロントショルダー
ポケット（右）

フロントショルダー
ポケット（左）

サイドジッパー付
ポケット（右）　※12L のみ

ヘルメットホルダー付属

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,500g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト35Ｌ  
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

100017

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,700g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト55Ｌ  
¥33,000（税抜価格：￥30,000）

100018

フルオープン可能なセンタージップでスピーディーな荷物の出し入れが可能。
またトップロードで荷重を意識した収納をすることで長時間の歩行でも安定した背負い心地を体感できます。
補強されたフラットなボトムで直立状態を保ちます。
TPUコーティングを施した400Dナイロンが高い耐久性を実現。

耐久性と快適な背負い心地を高次元で融合した大容量ギアパック

紹介動画

最大80mのロープをすばやく効率的に保管できます。  単独で、または通常のバックパックと一緒に運搬できます。 地
面に広げたときにはロープを保護するための防水シートとして機能します。サイズ／60×28×24cm

カラー／ヘナ、アーバンシック
重量／365ｇ
生産国／ベトナム製

コアラ
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

100407

NEW
アーバンシック ヘナ

より使いやすく、耐久性もアップしてリニューアル。

識別色がついた
ハンドル付きのタープ

吊り下げやすい形状

バケットモード ジッパー付きの小物ポケット　

リーチシリーズは、スピードと重量が最も重要な垂直なルートでこれを必要とする新世代のクライマーやアルピニストのために設計されています。
ベストパックは、あなたのハイドレーションシステムや、ジェル、バーなどの行動食、スマートフォンなど、バックパックのメインルームにアクセスせずに、登る
ために必要なものをスマートに運ぶために最適な方法です。　単なるトレンドではなく、トレッキングポール、ピッケル、ナッツ、カムなどを運ぶこの方法
は、今や山の中でオールラウンドに使用されるようになっています。
この小さなパックはあなたに快適さとパフォーマンスを提供します。

45　ブルーアイス／バックパック ブルーアイス／バックパック　46
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重　量／875g
チル 32L  ¥28,600（税抜価格：￥26,000）
100328

重　量／700g
チル 25L  25,300（税抜価格：￥23,000）
100327

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

機能的で軽量。クラシックな登山に最適なパック

重　量／840g　（スキーパーツを除くと748g）
ファイヤークレスト28Ｌ  ¥26,400（税抜価格：¥24,000）
100305

冬のアルパイン、春のスキートラバース、スピーディーな夏のロック
クライミングなど、あらゆる場面での素早い移動、効率的な運搬に
最適化された、非常に用途の広いバックパックです。

どんなアクティビティにも対応、オールシーズ使える軽量モデル
スキーの装備例

取り外し可能な
アバランチギアポケット

メイン気室にアクセス
できるサイドジッパー

重　量／980g（スキーパーツを除くと883g）
ワイヤーフレーム付（取り外し可能）

ファイヤークレスト38Ｌ  ¥28,600（税抜価格：¥26,000）
100306

【共通仕様】
サイズ／S/M（背面長44cm）、M/L（背面長49cm）
カラー／アローウッド
素　材／210d高靭性6.6ナイロン
付属品／アバランチポケット、スキーキャリーキットいずれも取り外し可能
生産国／ベトナム製

ショルダーハーネスには、フ
ラスク用ポケット（右）、ジッ
パー付小物入ポケット（左）
があります。（フラスクは付属
しません。）

ブロンズミスト（MST） インディアインク（INK）

チルは、ギアを整理してすばやくアクセスできることを重視するプロの山岳家のニーズに基
づいています。
頑丈なバックパネルとキャリーシステムが負荷管理を行い、薄型のハイブリッドショルダース
トラップと収納可能なウエストベルトがロープワークやハーネスの邪魔になりません。 新設
計のピッケルホルダーは、ヘッドの周りをしっかりホールドし安定した持ち運びを可能にしま
す。 止水YKKジッパーとDWR撥水処理生地は、耐久性と防水性を提供します。３２Lはフルレ
ングスのサイドジップアクセス付き。

ジッパーオープンの大きな開口部 ハイドレーション対応

２つのアックスが取り付け可能 頑丈なバックパネルと背負いやすい
ハーネス

リーチ 8L  ¥22,000（税抜価格：￥20,000）
100211

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／354g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

リーチ 12L  ¥24,200（税抜価格：￥22,000）
100212

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／371g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

【共通仕様】
●ハイドレーション対応
●収納可能なロープキャリーストラップ（トップ部分）
●メッシュショルダーストラップ
●ジッパー付ショルダーハーネスポケット（左右）
　（500mlのソフトフラスクやスマートフォンが収納可能）
●フロントポケットｘ１、サイドメッシュポケットｘ２
　内側ポケットｘ１
●ヘルメットホルダー付属

フロントショルダー
ポケット（右）

フロントショルダー
ポケット（左）

サイドジッパー付
ポケット（右）　※12L のみ

ヘルメットホルダー付属

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,500g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト35Ｌ  
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

100017

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,700g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト55Ｌ  
¥33,000（税抜価格：￥30,000）

100018

フルオープン可能なセンタージップでスピーディーな荷物の出し入れが可能。
またトップロードで荷重を意識した収納をすることで長時間の歩行でも安定した背負い心地を体感できます。
補強されたフラットなボトムで直立状態を保ちます。
TPUコーティングを施した400Dナイロンが高い耐久性を実現。

耐久性と快適な背負い心地を高次元で融合した大容量ギアパック

紹介動画

最大80mのロープをすばやく効率的に保管できます。  単独で、または通常のバックパックと一緒に運搬できます。 地
面に広げたときにはロープを保護するための防水シートとして機能します。サイズ／60×28×24cm

カラー／ヘナ、アーバンシック
重量／365ｇ
生産国／ベトナム製

コアラ
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

100407

NEW
アーバンシック ヘナ

より使いやすく、耐久性もアップしてリニューアル。

識別色がついた
ハンドル付きのタープ

吊り下げやすい形状

バケットモード ジッパー付きの小物ポケット　

リーチシリーズは、スピードと重量が最も重要な垂直なルートでこれを必要とする新世代のクライマーやアルピニストのために設計されています。
ベストパックは、あなたのハイドレーションシステムや、ジェル、バーなどの行動食、スマートフォンなど、バックパックのメインルームにアクセスせずに、登る
ために必要なものをスマートに運ぶために最適な方法です。　単なるトレンドではなく、トレッキングポール、ピッケル、ナッツ、カムなどを運ぶこの方法
は、今や山の中でオールラウンドに使用されるようになっています。
この小さなパックはあなたに快適さとパフォーマンスを提供します。
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ブルーアイスの技術を注ぎ込んだ逸品

長い

ブルーアイス　ハーネス比較表
≪2023年度春夏版≫

※１　：　ボルトなどは使わずナチュラルプロテクション（木、岩、ナッツ、カム）などを使って登るクライミング。
※２　：　人口壁、もしくは固定ボルトのある岩壁を登るクライミング

コーカス
ライト
￥12,650

コーカス
￥11,550

コーカス
プロ
￥16,500

アダックス
￥16,500

ヘイロ
￥24,200

クエスタ
￥15,180

クエスタ
アジャスト
￥19,800

開閉機能
あり

開閉機能
なし

2
（簡易）

4

4

4

4

4

4

84g

142g

134g

139g

275g

245g

295g

着けていることを忘れるほど
の圧倒的な軽さ。収納も手の
ひらサイズのコンパクトさ
で、携帯時も邪魔にならない。

ロングセラーの定番ハーネ
ス。メッシュ部がなく強度も
強い。コストパフォーマンス
の高さも魅力

コーカスを更に軽量化。装着
感の少なさからスキーなど動
きの多いアクティビティに最
適。

EVA のフォームパッド入りな
がら軽量。動きを妨げづらい
のでスポーツクライミングな
どに最適。

ブルーアイスの技術を注ぎこ
んだ最新モデル。薄型で幅広
の形状は軽さと高い快適性を
もたらす。

多用途に使えるオールラウン
ドモデル。フィット感の良い
パッドやレッグループで荷重
がかかった際にも快適。

クエスタのレッグループ調節
可能版。より様々な体形に
フィット。アイススクリュー
クリッパーループは４つあ
り、アイスクライミングにも。

商品名

製品情報 アクティビティ

レッグ
ループ

ギア
ループ数

重量
(Sサイズ）

ワンポイント
適する
用途

トラディシ
ョナルクラ
イミング
（※１）

スポーツ
クライミング
（※２）

ジム 沢登り
渓流

スキー 冬期登山 アルパイン
クライミング

緊急時
携帯用

（ガイド装備等）

荷重をか
ける想定
時間が

短い

○

○ ○

○ ○ ○

○○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

△

△

△

△△

△

△

△

使いやすい
3D成型ギア
ラック

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

動作を妨げ
ない軽さ

装着感少な
く動きやす
い

保水しづら
く強度も十
分

コンパクト
で携帯性も
良い

◎
薄型のため
携行性にも
優れる

◎
軽さとフィッ
ト感のバラ
ンス

抜群の軽さ
と携行性

◎
フィット感の
良いパッド

◎
フィット感の
良いパッド

クエスタのレッグループ調節付きモデル レッグループが調節可能で、レイヤリングが必要な場合にも対応可能なオールラ
ウンドの4シーズンハーネスです。ウエストベルトをラミネートし洗練されたスリ
ムなデザインは、最小限の重量でクライマーの動きを妨げません。4つのアイスク
リッパーループにより、複数のアイススクリューラックオプションが使用可能にな
り、アイスクライミングでも活躍します。

UHMWPEの繊維をループ状にしてラミネートする特許技術「ヤーンラッピングテクノロジー」で作られたハーネス。
薄型でありながら、優れた負荷分散を提供します。４つのギアループ、２つのアイススクリュークリッパーループ付き。

サイズ／XS、S、M、L　重　量／295g（S）
カラー／インディアインク(INK)
素　材／高靭性PES構造ウェビング、UHMWPEマジックリング、ポリエステル、高密度EVAフォー

ム、航空機グレードアルミニウム（スピードバックル）、アセタール（プラスチックバックル）
認　証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ アジャスト
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

サイズ／XS,S,M,L
重量／245g（S）　カラー／シャドー
素材／UHMWPEヤーンラッピング、
ポリエステル、鍛造アルミバックル　認証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／中国製

ヘイロ
¥24,200（税抜価格：￥22,000）

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 285ｇ 295ｇ 310ｇ 330ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
345ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 235ｇ 245ｇ 255ｇ 265ｇ

L

アイススクリュークリッパーループは
４カ所に

使いやすいギアループ

後ろのギアループはやわらかく、
干渉しにくい

３D成型され、ギア脱着しやすい
ギアループ

特許取得の
「ヤーンラッピングテクノロジー」

100282

100311

NEW

・ＥＶＡフォームパッド入りのウエストベルト＆レッグループで快適
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量な岩稜クライミング用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

アダックス ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100030

・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量で多機能。アルパイン用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス プロ ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100009

超軽量

84g
※Sサイズ

・グローブを付けたままでも操作しやすいバックル
・高強度なビレイループ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能

クラシカルなデザインに基本機能を搭載

・装着していることを忘れるほどの軽さ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・２つのギアループ、２つのアイススクリューホルダー

ラインナップ中、最軽量のモデル。

サイズ／S、M、L
カラー／ホワイト
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、
　　　　アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカスハーネス Ⅳ  ¥11,550（税抜価格：￥10,500）
100010

サイズ／S、M、L
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、ポリアミド、航空機グレードアルミニウム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス ライト ハーネス  ¥12,650（税抜価格：￥11,500）
HR04

サイズ S M L
ウェスト 59-78 cm 69-88 cm 77-98cm
レッグループ 55-75 cm 60-80 cm 65-85 cm
ウェイト 142ｇ 148ｇ 154ｇ

サイズ S M L
ウェスト 70-83 cm 80-93 cm 90-103 cm
レッグループ 45-55 cm 50-60 cm 55-65 cm
ウェイト 84ｇ 89ｇ 93ｇ

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 130ｇ 139ｇ 150ｇ 162ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
174ｇ

XL サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 128ｇ 134ｇ 140ｇ 146ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
152ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
57-64 cm
305ｇ

XL
90-103 cm
63-70 cm
320ｇ

・軽量ながらワイドなウエストベルト、レッグループで快適な装着感
・伸縮性を持たせたレッグループが圧迫感なく快適なフィットを実現
・４つのギアループ　・素早く操作できるバックル

カラー／デカダンチョコレート（CH）
素　材／UHMWポリエチレン、高強度

PES、航空機グレードアルミバッ
クル、アセタールバックル

認　証／CE/EN 12277, UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ ハーネス  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100243

素早く操作できる
バックル

使いやすい形状の
ギアループ

3シーズン対応のオールラウンドハーネス

・股上の長さやウエストベルトなど、クエスタを女性専用に再設計。

「クエスタ」の女性向けモデル。

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 46-54 cm 50-58 cm 54-62 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
59-67 cm
305ｇ

クエスタ ハーネス（W’s）  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100278

紹介動画

【共通仕様】
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ブルーアイスの技術を注ぎ込んだ逸品

長い

ブルーアイス　ハーネス比較表
≪2023年度春夏版≫

※１　：　ボルトなどは使わずナチュラルプロテクション（木、岩、ナッツ、カム）などを使って登るクライミング。
※２　：　人口壁、もしくは固定ボルトのある岩壁を登るクライミング

コーカス
ライト
￥12,650

コーカス
￥11,550

コーカス
プロ
￥16,500

アダックス
￥16,500

ヘイロ
￥24,200

クエスタ
￥15,180

クエスタ
アジャスト
￥19,800

開閉機能
あり

開閉機能
なし

2
（簡易）

4

4

4

4

4

4

84g

142g

134g

139g

275g

245g

295g

着けていることを忘れるほど
の圧倒的な軽さ。収納も手の
ひらサイズのコンパクトさ
で、携帯時も邪魔にならない。

ロングセラーの定番ハーネ
ス。メッシュ部がなく強度も
強い。コストパフォーマンス
の高さも魅力

コーカスを更に軽量化。装着
感の少なさからスキーなど動
きの多いアクティビティに最
適。

EVA のフォームパッド入りな
がら軽量。動きを妨げづらい
のでスポーツクライミングな
どに最適。

ブルーアイスの技術を注ぎこ
んだ最新モデル。薄型で幅広
の形状は軽さと高い快適性を
もたらす。

多用途に使えるオールラウン
ドモデル。フィット感の良い
パッドやレッグループで荷重
がかかった際にも快適。

クエスタのレッグループ調節
可能版。より様々な体形に
フィット。アイススクリュー
クリッパーループは４つあ
り、アイスクライミングにも。

商品名

製品情報 アクティビティ

レッグ
ループ

ギア
ループ数

重量
(Sサイズ）

ワンポイント
適する
用途

トラディシ
ョナルクラ
イミング
（※１）

スポーツ
クライミング
（※２）

ジム 沢登り
渓流

スキー 冬期登山 アルパイン
クライミング

緊急時
携帯用

（ガイド装備等）

荷重をか
ける想定
時間が

短い

○

○ ○

○ ○ ○

○○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

△

△

△

△△

△

△

△

使いやすい
3D成型ギア
ラック

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

動作を妨げ
ない軽さ

装着感少な
く動きやす
い

保水しづら
く強度も十
分

コンパクト
で携帯性も
良い

◎
薄型のため
携行性にも
優れる

◎
軽さとフィッ
ト感のバラ
ンス

抜群の軽さ
と携行性

◎
フィット感の
良いパッド

◎
フィット感の
良いパッド

クエスタのレッグループ調節付きモデル レッグループが調節可能で、レイヤリングが必要な場合にも対応可能なオールラ
ウンドの4シーズンハーネスです。ウエストベルトをラミネートし洗練されたスリ
ムなデザインは、最小限の重量でクライマーの動きを妨げません。4つのアイスク
リッパーループにより、複数のアイススクリューラックオプションが使用可能にな
り、アイスクライミングでも活躍します。

UHMWPEの繊維をループ状にしてラミネートする特許技術「ヤーンラッピングテクノロジー」で作られたハーネス。
薄型でありながら、優れた負荷分散を提供します。４つのギアループ、２つのアイススクリュークリッパーループ付き。

サイズ／XS、S、M、L　重　量／295g（S）
カラー／インディアインク(INK)
素　材／高靭性PES構造ウェビング、UHMWPEマジックリング、ポリエステル、高密度EVAフォー

ム、航空機グレードアルミニウム（スピードバックル）、アセタール（プラスチックバックル）
認　証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ アジャスト
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

サイズ／XS,S,M,L
重量／245g（S）　カラー／シャドー
素材／UHMWPEヤーンラッピング、
ポリエステル、鍛造アルミバックル　認証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／中国製

ヘイロ
¥24,200（税抜価格：￥22,000）

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 285ｇ 295ｇ 310ｇ 330ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
345ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 235ｇ 245ｇ 255ｇ 265ｇ

L

アイススクリュークリッパーループは
４カ所に

使いやすいギアループ

後ろのギアループはやわらかく、
干渉しにくい

３D成型され、ギア脱着しやすい
ギアループ

特許取得の
「ヤーンラッピングテクノロジー」

100282

100311

NEW

・ＥＶＡフォームパッド入りのウエストベルト＆レッグループで快適
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量な岩稜クライミング用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

アダックス ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100030

・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量で多機能。アルパイン用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス プロ ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100009

超軽量

84g
※Sサイズ

・グローブを付けたままでも操作しやすいバックル
・高強度なビレイループ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能

クラシカルなデザインに基本機能を搭載

・装着していることを忘れるほどの軽さ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・２つのギアループ、２つのアイススクリューホルダー

ラインナップ中、最軽量のモデル。

サイズ／S、M、L
カラー／ホワイト
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、
　　　　アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカスハーネス Ⅳ  ¥11,550（税抜価格：￥10,500）
100010

サイズ／S、M、L
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、ポリアミド、航空機グレードアルミニウム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス ライト ハーネス  ¥12,650（税抜価格：￥11,500）
HR04

サイズ S M L
ウェスト 59-78 cm 69-88 cm 77-98cm
レッグループ 55-75 cm 60-80 cm 65-85 cm
ウェイト 142ｇ 148ｇ 154ｇ

サイズ S M L
ウェスト 70-83 cm 80-93 cm 90-103 cm
レッグループ 45-55 cm 50-60 cm 55-65 cm
ウェイト 84ｇ 89ｇ 93ｇ

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 130ｇ 139ｇ 150ｇ 162ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
174ｇ

XL サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 128ｇ 134ｇ 140ｇ 146ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
152ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
57-64 cm
305ｇ

XL
90-103 cm
63-70 cm
320ｇ

・軽量ながらワイドなウエストベルト、レッグループで快適な装着感
・伸縮性を持たせたレッグループが圧迫感なく快適なフィットを実現
・４つのギアループ　・素早く操作できるバックル

カラー／デカダンチョコレート（CH）
素　材／UHMWポリエチレン、高強度

PES、航空機グレードアルミバッ
クル、アセタールバックル

認　証／CE/EN 12277, UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ ハーネス  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100243

素早く操作できる
バックル

使いやすい形状の
ギアループ

3シーズン対応のオールラウンドハーネス

・股上の長さやウエストベルトなど、クエスタを女性専用に再設計。

「クエスタ」の女性向けモデル。

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 46-54 cm 50-58 cm 54-62 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
59-67 cm
305ｇ

クエスタ ハーネス（W’s）  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100278

紹介動画

【共通仕様】
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≪イノベーションを起こしてきた、バーゴの製品開発≫

クックウェアにこし機能付のフタを採用。 チタン製のアルコールストーブを
作りました。

真のハイブリッドウォーター
ボトル/クッキングポットを
作りました。

チタン製のバックパッキン
グ用薪ストーブを作りました。

SKIMOレースのシステムから着想を得た、バッ
クパックを下ろさずにスキーをしっかりと取り
付けるための最も簡単で迅速な方法。

100362

クイックスキーキャリーキット　
¥3,300（税抜価格：￥3,000）
カラー／インディアインク(INK)　
重　量／35ｇ
生産国／ベトナム製

NEW

ハイドラ リーシュ
¥9,020（税抜価格：￥8,200）

100126

重　量／12g　カラー／ブラック（BK）
生産国／中国製

スライディングポンメル 
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100133

ソロリーシュ ¥4,290（税抜価格：￥3,900）
100213

・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）
生産国／中国製

ピック プロテクター 
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

100091

重　量／10g　カラー／ブラック（BK）
素　材／耐衝撃ナイロン、ステンレス
生産国／台湾製

テックポンメル　 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

100322

ピック / アッズ プロテクター 
¥1,650（税抜価格：￥1,500）

100094

重　量／9g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

重　量／21g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

スパイク プロテクター  
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

100097

※本カタログ掲載のブルーアイスのアックス専用です。

重　量／54g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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

ミッションライト 120cm 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）　重　量／32g　

100266

ミッションライト 180cm 
¥4,180（税抜価格：￥3,800）　重　量／48g　

100266

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
生産国／中国製

ミッションライト 60cm 
¥1,980（税抜価格：￥1,800）　重　量／16g　

100266

 180cm グレー（GY）

  120cm レッド（RD）

  60cm ブラック（BK）

【共通仕様】

重　量／30ｇ
生産国／ベトナム製

ブルーアイスのどのバックパックにも装着する
ことが可能。メッシュ部の伸びとゴムの伸びが
向上し、どんなクライミング/スキー用ヘルメッ
トにもフィット

100008

ヘルメットキャリー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

素　材／UHMWPE,HTPE
認　証／CE EN５６６、UIAA104
生産国／中国製

サイズ／35cm　重　量／14g
カラー／グレーシャーグレー(GC)

アルパインランナー 35cm  
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

100283

UHMWPEの芯と、それを保護するHTPEシートの二重構造。耐摩耗性と耐紫外線性を備えたランナー。
クイックドローおよびアンカースリングとしての使用に最適です。 その設計は、スリングで作るアルパインドローと
比較して、その持ち運び性と使いやすさを大幅に向上させます。

重　量／75g
カラー／ブロンズミスト、ハイライズ、インディアインク
素　材／バックパック端材、210dリップストップナイロン、PFCフリー、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

セイバー チョークバッグ  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

100403

NEW

重　量／45g
カラー／ブラックアイリス、グレーシャーグレー、ネオン
素　材／バックパック端材、100dロビックナイロン、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

センダー チョークバッグ
¥3,520    （税抜価格：￥3,200）

100404

NEW

サイズ／55cm　重　量／20g
カラー／グレー(GY)

アルパインランナー 55cm  
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

100283

サイズ／90cm　重　量／32g
カラー／イエロー(YL)

アルパインランナー 90cm  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100283

サイズ／110cm　重　量／38g
カラー／レッド(RD)

アルパインランナー 110cm  
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

100283

【共通仕様】

軽量バックパックの余分な生地を使用した超
軽量チョークバッグ。新しく人間工学に基づ
き設計され、新しい軽量ストラップ、ブラシ
ループなどアップデート。

ウェビングベルトと固定フロントポケットを
備えた大型チョークバッグ。 210D生地で作
られており、耐久性があります。   

ネオン ブラックアイリス グレーシャーグレー
ハイライズ インディアインク ブロンズミスト

バーゴは、チタンを主に使用したギアを展開。軽量で頑丈、錆びにくい。
その特性はアウトドアギアの素材に最適です。

▲創業者のブライアンバーゴ氏。1995年に約3,500kmの「アパラチアントレイル」を踏破

【ブランドヒストリー】
●1995年、アパラチアントレイルを踏破。この経験を通して、道具につい
てのノウハウやアイデアを生む。

●踏破後、ロングハイクの情報サイト「HIKE-ADVICE.com」を創設。
●サイトの人気も安定してきた2002年、イーコマース事業をスタート。「軽
さ」と「耐久性」を兼ね備えるチタンを素材とした製品開発に着手。

●カトラリー、ペグなどから始まった「バーゴ」ブランド。その後次々とアイ
デアを形にし革新的な製品をリリースし続け、今日に至る。

メガヘックス　スモークレスファイヤーピット ¥82,280（税抜価格：￥74,800）T-322

サイズ／高さ33.6cm　
　　　　トップ幅40cm ボトム幅61cm
重量／11.3kg
素材／ステンレス
生産国／中国製

VARGOが創った、超大型の二次燃焼焚き火台NEW

51　ブルーアイス／アクセサリー バーゴ／アウトドアギア　52
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・　ヘキサゴンウッドストーブから着想を得た六角形形状
・　二次燃焼により燃焼効率が良く、煙が少ない
・　簡単に組み立てることができ、収納はコンパクトで厚み５ｃｍ
・　持ち運び用のナイロンキャリーケース付属
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