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ヨーロッパでユニークなアクセサリーを
展開している RUBYTEC。
ルビーテック [Seitzerland]

COLLECTION

2 in1

チャージ

Cable

チャージ用コネクター
30cm：0710900001 ¥1,100（税抜 ¥1,000）
100cm：0710900002 ¥1,210（税抜 ¥1,100）
©M.DellaBordella

カラー：ブラック、シルバー、レッド
長さ：100cm、30cm
重量：21ｇ/100ｃｍ、10ｇ/30ｃｍ
コネクター：マイクロＵＳＢ+ ライトニング
素材：アルミニウムコネクターハウジング
▶あらゆる機種に合う 2-1 マイクロＵＳＢ+ ライトニングケーブル ▶もつれ防止加工
▶ 強いナイロン組紐で補強された 1.5Ａ銅線使用

ソウル

軽量なアルミシャフトと
丈夫なスチールヘッドの
コンビネーション。
軽くはしたいが強度が
欲しい方への一品。

コ―ティング：指紋などによる耐油脂機能 縁：2.5Ｄの丸みを持った縁
サイズ：34ｍｍ、36ｍｍ、38ｍｍ、40ｍｍ、42ｍｍ、
▶ 接触画面の全面カバー ▶ 貼り付け簡単で目立たない ▶ 優れた耐久性と耐反射機能

蚊取機能付き USB ランタン

6511600229：8A155
¥21,560（税抜 ¥19,600）
395g/50cm
長さ：50cm、55cm、60cm

アルミシャフトに木をサンドイッチすることにより
衝撃による横ブレを吸収させる
KONG 独自のユニークなアイスアックス。

0710900003 ¥770（税抜 ¥700）
素材：0.3ｍｍ9H テンパード保護グラス

バズコンパクト

ダイノアルパイン

6511600228：885
¥42,900（税抜 ¥39,000）
590g 長さ：50cm

シールド 時計保護シート

0710900010 ¥4,730（税抜 ¥4,300）
カラー：ブルー・ブラック 重量：167g
高さ：52/105ｍｍ 直径：94ｍｍ
蚊取ランプ：24ｈ、4ｘ0.06W、Wave360-400nm

アルパインピトン ワーティ

セラム

6511600180
¥3,300（税抜 ¥3,000）
サイズ：全長 17ｃｍ 刃渡り：13ｃｍ
100g 材質：カーボンスチール

セラミック製折りたたみナイフ
0710900004 ¥1,210（税抜 ¥1,100）
カラー：レッド、グリーン、ブルー、ブラック
重量：21ｇ 長さ：90ｍｍ 刃渡り：60ｍｍ
素材：ＡＢＳハンドル、セラミック刃、ナイロンコード、スチールスクリュー

凍った草付に威力を発揮する
アルパインクライマー待望の一本。
ハンマーインスクリューアウト。

▶ 鋭利なセラミック刃 ▶ 超軽量コンパクト ▶ 衛生的 ▶ 無腐食 ▶ダイニーマ切断可

ソウル ピック

▶ 付属の USB コードにて再充電可能
▶ 交換電池不要 ▶ 簡単装着 ▶虫取り機能
▶ 伸縮タイプ
使用ＬＥＤ：3 明るさ：24 ルーメン 20% モード
15 時 間 / 50 ルーメン 50% モード 7 時 間 / 100
ルーメン 100% モード 4 時 間 素 材：ＡＢＳシリ
コーン 電池：2000mAh、リチウムイオン電池
充電：５＋−0.2V，180mA フル充電：USB にて
3 〜 4 時間 防水加工：IPｘ6

6511600244：88504 ¥7,700（税抜 ¥7,000）
125g
先端が摩耗した時の交換用替え刃。ボルト付き。

テトラ
コング リーシュ
6511600254：885 ¥18,150（税抜 ¥16,500）
70g

6511600256：88502
¥5,500（税抜 ¥5,000）
105g
長さ：85〜130cm

簡単にボルトにて取り付けられ
アジャスターともなるハンマーヘッド。

ミニ D スクリューカラビナを
装着したオリジナルリーシュ。

ソウル ハンマー

バルブ USB ランタン

USB フラッシュライト

0710900006 ¥2,640（税抜 ¥2,400）
カラー：ブラック、ブルー、グリーン、レッド
重量：104ｇ 高さ：102ｍｍ
直径：最大 80ｍｍ

0710900007 ¥1,100（税抜 ¥1,000）
カラー：ブラック、ピンク、ブルー、グリーン
重量：15g 長さ：120mm 幅：30mm
厚み：20mm

▶ 3 段階の明るさ ▶ USB にて再充電可能
▶ 交換電池不要 ▶ 簡単装着 ▶ 軽量コンパクト

▶白と赤色ライト ▶ＵＳＢにて再充電可能
▶ 交換電池不要 ▶ 簡単装着 ▶ 軽量コンパクト

使用ＬＥＤ：3 明るさ：15 ルーメン 20％モード 14 時間 / 50 ルーメン 50% モード 7 時間 / 100 ルーメン 100%
モード 4 時間 素材：ABS シリコーン 電池：1000mAh、リチウムイオン電池 充電：５＋−0.2V，180ｍＡ フル
充電：ＵＳＢにて３〜６時間 防水加工：IPｘ7

使用ＬＥＤ：1 明るさ：15 ルーメン 電池：40mAh，3.7Vリチウム 充電時間：1 時間 使用
時間：1 時間 モード：3（白色、赤色、赤色点滅） 素材：ＡＢＳシリコーン 防水加工：IPｘ4

セラム / テトラ / カオ サイズ比較

カオ
スノークロー [U.S.A.]

クリップソーラーフラッシュライト
0710900008
¥1,320（税抜 ¥1,200）

スーパーカンジキ [JAPAN]
バックカントリースノーショベル
高性能耐衝撃性ナイロン合成樹脂を使っているため、吸水性はもちろんのこと着雪
氷も 0％、滑り止めツメの部分は 2mmø のステンレススパイクを 7 本装備し、10mm
厚の氷板も 8kg の加重で破壊します。横幅もわずか 19cm のため歩行中に左右の足
がぶつかることもなく、従来のカンジキに比べて非常に歩きやすくなっています。

バックカントリー向けの携帯用簡易スノーショベル。
厚さ 1mm のポリカーボネイトを使用しているため、
軽量、しかもコンパクト。
雪の硬軟に合わせて掘る面を選べます。
山岳スキー競技対応ショベル。

カラー：イエロー、グリーン、
ピンク、ブラック、
ブルー、レッド、グロウ
重量：23ｇ 長さ：46ｍｍ 幅：31ｍｍ 厚さ：24ｍｍ
▶ 乾電池不要 ▶ 太陽光充電 ▶ポケットサイズ ▶ハンドル回転充電 ▶キーチェーンクリップ付き
使用 LED：2

スノークロー

明るさ：2ｘ6.000ｍｃｄ 素材：ABS / ソーラーパネル 充電時間：ハンドル回転１分で３分点灯可

カオ

ストライクアラート
R ブラック

（携帯用落雷感知器）

29cm

5212000001 ¥13,200（税抜 ¥12,000）
サイズ：70 50 30mm（クリップ部含む） 重量：70g

MADE IN U.S.A.
Y ブラック

最大適用靴サイズ（外寸）

ストライクアラート [U.S.A.]

スーパーカンジキ STD
1011600001 ¥8,250（税抜 ¥7,500）
サイズ：タテ 34.5 ヨコ 19cm
最大適用靴サイズ：外寸 長さ 29cm 幅 11cm
カラー：モスグリーン 重量：660g ※ストラップつき
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テトラ

11cm

3510900001 ¥4,950（税抜 ¥4,500）
カラー：Y ブラック・R ブラック
サイズ：31.5 33.5cm
重量：140g 素材：ポリカーボネイト

▶スノーショベル

セラム

▶ 非常時の
副木

▶スノーアンカー

スーパーカンジキ用
ストラップ（1 本）
1011600002 ¥770 P（税抜 ¥700 P）

※スパイクの曲がり防止の為、雪上でのみ使用してください。

Outdoor Technologies 社のストライクアラートは、
雷が約 60km 遠方からあなたの方向へ近づいて
来るのを感知し、早くから警戒する事が出来る、
小さくて手頃な雷感知器です。

▶ 小型で耐衝撃性、ベルトやゴルフバック、バックパックに付けてどこへでも携帯可能。
▶ 単 4 電池 2 本で 100 時間以上継続作動します。
▶ 雷が落雷警戒距離内に来る前に聴き取りやすい警告音を発します。
▶スイッチを押すだけで雷の距離、移動傾向、電池残量を見ることができます。
▶ 雷があった時、其々の距離に応じた LED ランプが点灯すると共に警告音を発します。
▶メートル表示追加されました。

携帯用落雷感知器であり、落雷を防止し 100％安全を保障する装置では
ありません。
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