
TACTICAL 
PACKABLE 
COURIER
タクティカルパッカブルクーリエ  
2311200017  ¥6,500 ＋税 　　
アウトドア（P.9）と仕様が同じ
ですがタクティカルのロゴが付く、
スペシャルヴァージョンです。
ポケットにコンパクトに収納可能です。　
カラー：コヨーテ　
サイズ：30×20×12cm / 
　　　 収納時22×13cm　　
容量：15ℓ　重量：220g　　
素材：210Dナイロン/
　　  70Dナイロンリップストップ　
▶ポケットに収納可能   
▶ジッパー付きフロントポケット   
▶前後のスタッシュポケット   
▶ストレッチメッシュサイドポケット   
▶パッド入りショルダーストラップ   
▶キャリーハンドル   ▶キーチェーン

タクティカル
ジップサック：
カモフラージュ1

タクティカル
タフサック：
カモフラージュ1

タクティカル
パッカブルクーリエ：
コヨーテ

タクティカルサチェル：コヨーテ

タクティカルOpsトート：
コヨーテ

タクティカル
エアバッグ：
コヨーテ タクティカル

エアジップサック：
コヨーテ

TACTICAL 
HIP WING
タクティカルヒップウィング  
2311200018  ¥3,800 ＋税 　　
アウトドアで定評のある小型のヒップパックの
タクティカルカラー仕様です。　
カラー：カモフラージュ1・コヨーテ　
サイズ：24×14×2cm 　容量：1.4ℓ　
重量：100g　素材：210Dナイロン　
▶キーチェーン

TACTICAL TOUGHSACK
タクティカルタフサック

素材：210Dナイロン　カラー：カモフラージュ1

2L 2310900053 11.6×6.8×26cm 20g ¥1,900 ＋税
3L 2310900054 14.5×8×30cm 22g ¥2,000 ＋税
5L 2310900055 16.5×9×34cm 28g ¥2,100 ＋税
7L 2310900056 18.3×10×38cm 34g ¥2,200 ＋税

TACTICAL OPS TOTE
タクティカルOpsトート   
2311200029  ¥18,000 ＋税 　
カラー：ブラック・コヨーテ
サイズ：40×30×16cm  
容量：22ℓ　重量：500g　
素材：500D＆200Dナイロンコーデュラ®

TACTICAL ZIPSACK
タクティカルジップサック　
5L 2310900062  ¥4,000 ＋税 　
カラー：カモフラージュ1
サイズ：24×15×12cm  
容量：5ℓ　重量：58g　
素材：210Dナイロン

TACTICAL AIR ZIPSACK 
タクティカルエアジップサック　
5L 2310900075  ¥2,300 ＋税
サイズ：20×12×10cm  容量：5ℓ　重量：28g　 　
9L 2310900076  ¥2,500 ＋税
サイズ：24×15×12cm  容量：9ℓ　重量：34g　 　
カラー：コヨーテ
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶超軽量コンプレッションスタッフサック　
▶バスタブ構造で濡れたものの上にも置けます  
▶スタッシュパック入り

汎用性の高いこの3ウェー対応のトート
バックは日常での任務でも有効です。新色
のブラックはアーバン対応です。大きなダ
ブルジッパー付きメインコンパートメント
が移動中でも中身を保護して前面の大き
なサブポケットが収納量をアップします。
肩が通せる長さのチューブラハンドルで快
適に荷物を運べますが、もし荷物が重く
なったら取り外し式のショルダーストラッ
プを使用するか背面に内蔵されている
チューブラハーネスを展開することでトー
トバックからバックパックに変身します。ミ
ネソタ州のグラナイトギア本社工場製です。　
▶3ウェー対応   ▶フロントポケット   
▶チューブラハンドル   
▶取り外し式ストラップ   
▶内蔵式チューブラハーネス   
▶ ITWギリ―バックル

TACTICAL HIP ZIP
タクティカルヒップジップ  
2311200028  ¥7,000 ＋税 　　
カラー：マルチカム・コヨーテ　サイズ：24×14×2cm 　容量：1.4ℓ　
重量：100g　素材：500Dナイロン　
この小ぶりなヒップパックはパックを背負った時の、身の回りのギアを入れるのに最適な
サイズです。ITW社のタクティカル向けバックル「Ghillie」を採用していてマルチカム仕様
はジッパーテープ部とハンドルにもマルチカムを採用しています。ミネソタ州のグラナイト
ギア本社工場で生産されています。　
▶キーチェーン   ▶ ITWギリーバックル

グラナイトタクティカルギアの製品は指定された販売店様のみでの扱いになります。また数量限定となります。

アウトドアでの30年に渡る製品開発をフィードバックして開発されたグラナイトタクティカルギアの製品は
アメリカ陸海空軍及び海兵隊の特殊部隊を統合するSOCOM（合衆国特殊作戦軍）で正式採用されています。

GRANITE TACTICAL GEAR

パッカブル

タクティカル
ヒップウィング：
カモフラージュ1

タクティカルヒップウィング：
コヨーテ

TACTICAL SATCHEL
タクティカルサチェル   
2310900065  ¥4,500 ＋税 　　
タクティカル仕様のサチェルです。
アウトドアモデル（P.16）と
同じ仕様ですがタクティカル
タグがついています。

カラー：コヨーテ
サイズ：20×17.5×4cm　
重量：70g　
素材：210Dナイロン　
▶ジッパー付き開口部   
▶内部デバイダー   
▶ベルクロ付きサイドポケット   
▶キーチェーン

タクティカルヒップジップ：
マルチカム

タクティカルヒップジップ：
コヨーテ

2L 2310900067 11.6×6.8×26cm 12g ¥1,300 ＋税
3L  2310900068 14.5×8×30cm 14g ¥1,400 ＋税
5L 2310900069 16.5×9×34cm 19g ¥1,500 ＋税
7L 2310900070 18.3×10×38cm 20g ¥1,600 ＋税

TACTICAL AIR BAG
タクティカルエアバッグ

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®　カラー：コヨーテ
▶楕円形  ▶ハイパロン製グロメット  ▶ウルトラライトコード  
▶マイクロコードロック  ▶スタッシュパック入り
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タクティカルOpsトート：
ブラック

ショルダーストラップ
使用時 

バックパック時 

スリングフィンは米国で最も有名なテントデザイ
ナーの一人であり30年のキャリアを持つシェラ
デザインズやマウンテンハードウェアで数々のテ
ントを開発したマーティン・ゼミティス率いる新興
テントメーカーです。特にヒマラヤなどの高所向け
の遠征隊用ドームテントでは高い評価得ています。
このクロスボウ2R/Sはその独創的なアイディア
と高所遠征からの過酷な使用からフィードバックさ
れたWebTruss構造を採用した4シーズン用テン
トです。この天井部のWebTruss構造により軽量
な本体なのに耐風性と強度にすぐれています。

スリングフィン [U.S.A.]　 

フットプリント  3211000101  ¥5,800 ＋税
重量：160g　素材：30Dナイロンリップストップ（PUコーティング） www.ryanwaters.net

トレッキングポール使用時

クロスボウ2 R/S（4シーズン/2人用）
3211000001  ¥95,000 ＋税
総重量／ミニマム重量：2180g／ 1,900g　
高さ：105cm　本体面積：2.9㎡
前室面積：1㎡×2　収納サイズ：35×19㎝　ドア数：2　　
素材　フライ：15Dナイロンリップストップ（PUコーティング）
　　　本体：15Dナイロンリップストップ
　　　ボトム：20Dナイロンリップストップ（PUコーティング）
　　　メッシュ：15Dナイロンメッシュ　ポールスリーブ：70Dシルナイロン
　　　ポール：DAC製9mm×2　バウポール：DAC製9.6mm×1

▶2名用軽量
  ダブルウォールテント  
▶ヴェンチレート機能  
▶垂直に近いサイドウォール  
▶前後２か所の大きな前室  
▶フライのバウポールは
  トレッキングポールで代用可

127cm

86cm

Floor Plan

240cm

自立式可変クライミング
ウォール組立キット。自立式
のため4畳半の部屋でも柱
や壁などを傷つけることなく
設置することが出来ます。

ホッチホールド [JAPAN]ホッチホールド [JAPAN]

別売りツメ付きナット 
10ｍｍ径、コンパネ用 　
4211600102   200ヶ入　
¥4,500 P ＋税 　　
4211600103   40ヶ入  　
¥1,000 P ＋税

ホームボルダー13a  
4311600101  
¥70,000 ＋税  ※送料別途  
※受注生産品  
サイズ：幅180cm×高さ230cm　
設定可能角度：110度～130度　
▶ツメ付きナット110個セット済。
  （ホールドは含まれません）
※パネルに厚さ15mmの
　無塗装合板使用

グリップマスター [U.S.A.]

グリップマスター：
ミディアム

グリップマスター  
▶指別の握力強化グリップマシーン  ▶全てのスポーツに最適

ライト：3910900001 　¥2,500 ＋税
張力：5lbs　負荷：約2kg　カラー：ブルー　
用途：少ない負荷で反復を好む方
　
ミディアム：3910900002　¥2,500 ＋税 
張力：7lbs　負荷：約3kg　カラー：レッド　
用途：通常トレーニングでライトでは物足りない方
　
ヘビー：3910900003　¥2,500 ＋税
張力：9lbs　負荷：約4kg　カラー：ブラック　
用途：ゴルフ、クライミングなど強いパワーを求める方
　
プロ：3910900004　¥3,300 ＋税
張力：11lbs　負荷：約5kg　カラー：ホワイト　
用途：上記商品に飽き足りなくなった方
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