
TRUBLUE GUIDE

37,000 円　①
（税込 40,700 円）

50,000 円　③
（税込 55,000 円）

50,000 円
（税込 55,000 円）

50,000 円
（税込 55,000 円）

60,000 円
（税込 66,000 円）

60,000 円
（税込 66,000 円）

年間点検期日から

1ヶ月以上経った

場合は、追加で

10,000 円

（税込 11,000 円）

のペナルティーが

発生しますので、

ご注意ください。

45,000 円　②
（税込 49,500 円）

※10本以上まとめてご購入の場合： ①33,300 円 / 本　②40,500 円 / 本　③45,000 円 / 本　（全て税抜価格）
※ウェビングが壁やハリボテ、ホールドに擦れた状態で使用すると、摩耗が進行が早まり切断される場合も
　ありますので、ルートセット時はご注意ください。

420,000 円
（税込 462,000 円）

460,000 円
（税込 50,6000 円）

440,000 円
（税込 484,000 円）

460,000 円
（税込 506,000 円）

TRUBLUE iQ
トゥルブルー IQ

TRUBLUE iQ
トゥルブルー IQ

12.5m

   20m

12.5m

   16m

TRUBLUE SPEED

TRUBLUE SPEED
トゥルブルースピード 12.5m

トゥルブルースピード 16m

TRUBLUE iQ

TRUBLUE iQ

TRUBLUE SPEED

TRUBLUE SPEED

1 週間～10 日間
上記は作業日数です
パーツ取り寄せの場合は
お時間を頂く場合があります

1 週間～10 日間
上記は作業日数です
パーツ取り寄せの場合は
お時間を頂く場合があります

1 週間～10 日間
上記は作業日数です
パーツ取り寄せの場合は
お時間を頂く場合があります

1 週間～10 日間
上記は作業日数です
パーツ取り寄せの場合は
お時間を頂く場合があります

Anual Recertification Fee

オートビレイ機　各モデルの価格

モデル　　　　　　　　　　　　　  価格　　　　　　　　 ウェビングの長さ

モデル　　　　　　　　　　　　　  点検費用　　　　　　  点検作業日数　　　 ペナルティー

Replacement Webbing
ウェビングの長さ　　　　　　　　　            価格　　　　　　　　   交換頻度の目安

TRUBLUE iQ

TRUBLUE iQ

TRUBLUE SPEED

TRUBLUE SPEED

12.5m

12.5m

20m
16m

年間点検費用

30回前後 /日（年間約１万回）
　1.5-2 年に 1回
80 回前後 /日（年間約３万回）
　　毎年交換
120 回前後 / 日（年間約 4.2 万回）
　　半年に 1回
【注意】使用環境及び使用状況により
異なります。特に野外で使用されている
施設の場合、UVダメージなども発生
するため、交換頻度が増えます。

  別途送料・パーツ（交換が必要な場合）が発生します

2022 年 6月改訂



ビレイゲート
ビレイゲート XL
トゥルマウント
マウントキッド
トリプルロックカラビナ
サイドカバー ( 片面）
ノズル
ノズルピン
箱
緩衝材

クリップし忘れ防止ゲート
クリップし忘れ防止ゲート (XL サイズ）
既存の壁に設置できる支点プレート
スチールカラビナ 2枚・スリング１本・チェーン
スチール製のトリプルアクションカラビナ（マウント用）
黒いサイドカバー
ウェビングの出入り口摩耗防止ノズル
ノズルを止めているピン
オートビレイ機専用箱
オートビレイ機専用の緩衝材

  14,000 円
  18,000 円 
  40,000 円
  15,000 円
    8,000 円
　5,000 円  
　7,000 円  
　2,000 円  
　4,000 円  
　4,000 円  

全て税抜価格

リトラクションスプリング (TB）
リトラクションスプリング (iQ / iQXL / XL / XLwide）
PSD
MSD
ドラムギア
ドラムキャスト（マグネット 8枚付き）
ハウジング（片方）
ウェビングローラーピン
ウェビングローラー
その他

ウェビングを巻き上げるスプリング

スプリングが収納されているドラム（プラ）
スプリングが収納されているドラム（メタル）
本体内部ギアの一つ
ドラムギアを支える受け皿
本体のカバーケース
ウェビングの摩擦を軽減する
ローラーを支えるピン

　　　 40,000 円 
　　　 50,000 円  
　　　 20,000 円 
　　　 18,000 円 
　　　 36,000 円 
　　　 65,000 円 
　　　 26,000 円 
　　　   3,400 円 
　　　   4,200 円 
  800～70,000 円  

3 年～5年に１回
3年～5年に１回
破損した場合
破損した場合
破損した場合
破損した場合
破損した場合
5年～7年に１回
5年～7年に１回
5年～7年に１回

品名　　　　　　　　　　　　  用途　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  価格

品名　　　　　　　　　　　　                    用途　　　　　 　　　　　　　　　　　交換頻度 　　　　　　   価格


