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「品質」へのこだわり
　安全な商品をお客様にお届けするた
め、商品の企画段階から使用される状
況を想定し設計をしています。
　そして製品安全協会の定めた基準だ
けではなく、シナノ独自の安全基準に
そって、右の写真のような各種強度試
験を繰り返します。その安全基準を全
てクリアーして、初めてシナノの商品と
して生産が開始されるのです。
　品質が維持されるよう、手作業を大
切にし、１本１本自分たちの目の届く範
囲で生産管理。安全で高品質な商品を
お客様にお届けできるよう、モノづくり
を心がけています。

アフターメンテナンス
　シナノ本社の敷地内には自社工場が
併設されており、経験豊富な専門スタッ
フが、多岐にわたる商品の修理やメンテ
ナンスを行っています。国内工場ならで
はの迅速で細やかな修理対応にも定評
があります。
　また様々な試験設備を整えているた
め、万が一商品に故障が発生した場合
も、スピーディーな原因究明が可能です。

©Hiroya Nakata

「信濃スキー製作所」
として長野県上田市
にて創業する。

H ISTORY

1919

「株式会社シナノ」に
社名変更。スキーポー
ルの一貫製造体制を
整える。

1969

トレッキングポール
の製造・販売を開始
する。

1986

歩行杖「Kainos」ブ
ランドを立ち上げる。
歩行杖の SG 工場認
定を受ける。
FRP 複合引抜材「プ
ルトレン」の製造を
開始する。

1999

トレッキングポール
の SG 工場認定を受
ける。

2004

ウォーキングポール
「REVITA」ブランド
を立ち上げる。

2006

経済産業省が実施す
る「製品安全対策優
良企業表彰」にて「商
務流通保安審議官
賞」を受賞。

2013

有楽町・東京交通会
館地下1階に「ステッ
キ工房 SINANO」を
オープン。

「製品安全対策優良
企業表彰」にて「商
務流通保安審議官
賞」を受賞。

2015

「第7 回 ものづくり大
賞 NAGANO」にて
　「NAGANOものづく
りエクセレンス 2016」
を受賞。

「信州ブランドアワー
ド 2016」にて「個別
ブランド賞」を受賞。

2016

「軽さ」へのこだわり
　最近は「もっと装備を軽量化して、自
由に山を楽しみたい」という方も増えて
います。お客様の声にお応えし、ただ
単に「 軽いトレッキングポール」を作れ
ばいいのでしょうか？ 私たちはそのよ
うには考えません。やはり軽さだけを
求めると、耐久性が犠牲になってしま
うのです。

　山で大きな段差を登り下りする時、
ポールには約23kgfの荷重がかかりま
す。最低限この荷重に耐えられなけれ
ば、安心して使うことはできません。よ
り本格的な登山の場合は、ザックの重
さが加わるので、より耐荷重が必要です。
　安全性を第一に考えた上で「どこま
で軽量化できるか？」それが私たちシ
ナノの「軽さ」へのこだわりです。

100th
Anniversary

1919
the founding of
the COMPANY

100年前、シナノは国内初のスキーポール製造メーカーとして長野県に創業しました。
日本にスキーが伝わって以来、長い歴史の中で

「身体を支えるポール加工技術」を磨き続けてきたことになります。
その中でも直接手に触れるグリップは、日本人の手の大きさに配慮し、
形状や素材など特別なこだわりを持って開発しています。
国が違えば手の大きさも体格とともに大きく変わります。
日本人の手に握りやすく、まるで体の一部のように扱いやすい形状。
歴史に裏打ちされた確かな技術をぜひご体感ください。
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ストレスフリーな
フォールダーTWIST
デビュー

FO LD I NG 【 超軽量コンパクト・長さ調節機能付きモデル】

雪山用バスケット PB-F2 は別
売りです。￥500/1個(税抜)

雪山用バスケット
装着可能

長さ調節付きで、
ポール初心者も安心！
15cmの長さ調節機能は、登り・下りでポールの
長さを変えられるほか、自分のベストサイズがわ
からないポール初心者の方にもおすすめ。グ
リップ下で素早く長さ調節ができてラク。

S P E C

■ブラック　#19S-01BK
JAN 4959431154744
使用サイズ：110～125cm
折畳みサイズ：37cm
重　　　量：約230g（本）
材　　　質：カーボン
　　　　　　（φ18/φ16/φ13.7）
耐荷重：43.1kg

フォールダーTWIST125
本体価格￥19,500/組（税抜）

■ブルー #19S-02BLE
JAN 4959431154751
■ボルドー #19S-03BD
JAN 4959431154768
使用サイズ：100～115cm
折畳みサイズ：36cm
重　　　量：約228g（本）
材　　　質：カーボン
　　　　　　（φ18/φ16/φ13.7）
耐荷重：49.6kg

フォールダーTWIST115
本体価格￥19,500/組（税抜）

生産国：台湾製

生産国：台湾製

携帯に便利な
収納袋付き！

フォールダーTWISTは、組立て長さ調節が
ストレスなく行える折畳みトレッキングポール。
本格的な登山に耐える充分な耐荷重を持ち、
春夏秋冬あらゆるフィールドでマルチに使える。
ロングセラーモデル・フォールダー FREE の
進化機種「フォールダーTWIST」が満を持して新登場！

初心者
▲
▼

上級者
対応OK

手元でサッと
長さ調節
グリップ下に15cmの長さ
調節機能付き。登りは短め、
下りは長めなど、シーンに応
じて長さが変えられる。

イージー
ロックメタル
長さ固定がワンタッチ
で行えるアルミ製レバ 
ーを採用。女性の手に
もやさしい、弱い力で
素早く確実に固定がで
きます。

固
定

解
除

軽
量
撥
水
ス
ト
ラ
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プ

シャフトを引っ張って回転させるツイストロッ
ク。ボタンを指で押す動作が無くなりました。

ツイストロック

組
立

折
畳
み

引っ張って1

回転させ2

折畳み3

N EW  M O D E L
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近年注目の登山スタイル「ファストパッキング」。より速く、
より長い距離を踏破するためには、装備にも軽量が求め
られる。軽さを求めると犠牲になりがちな「耐久性」だが、
フォールダーFPは安心。山岳に必要な「耐荷重」をしっ
かり搭載し、その代わりに機能を必要最低限まで削るこ
とで、究極のウルトラライトを実現した。

FAST PAC KI N G 【超軽量コンパクト・ファストパッキング】

収納袋付きフォールダーFP 本体価格￥17,000/組（税抜）

ウルトラライト
長さ調節機能を無くし、ストラップも軽量化。
シャフトにはオールカーボンを採用することで、
究極のウルトラライトを実現した。

山岳に必要な安全性
軽さを多少犠牲にしてでも必要だと考えるのは、
本格的な登山に対応できるだけの耐荷重。テ
ント泊を想定したファストパッキングでは、いく
ら装備を軽量化しているとはいえ、ザックの荷
重がポールにかかる。安全な山行のために、
耐久性は必要不可欠なのだ。

携帯
スマートに収納
ポールを使わない時には、ザックの中にすっぽ
り収納できる非常にコンパクトな折畳みサイズ。
25ℓザックでも余裕で入ってしまう。

操作
シンプルな機能
ポールを使用せず手に持って走るトレイルラン
の場面で活躍する「スリップストッパー」は、汗
や雨で濡れても滑りにくい。走りながらでも組
立＆折畳みが行える簡単操作、テンション調節
機能。快適さを損なわずに、必要最低限シンプ
ルな機能のみを搭載した。

軽量ストラップ スリップストッパー

カーボン

U L T r a  L I G H T
落ちにくい先ゴム

スリップストッパー

■グリーン　材質：カーボン（φ16/φ13.5） 生産国：中国製

JAN

110cm
115cm
120cm
125cm

38cm
38cm
41cm
41cm

約175g/本
約180g/本
約185g/本 
約190g/本

使用サイズ 折畳みサイズ 重量身長目安
161～166cm
167～172cm
173～178cm
179cm～

最大耐荷重
67.9kgf
66.0kgf
60.2kgf
58.4kgf

JAN
【#19S-04GRN】4959431154621
【#19S-05GRN】4959431154638
【#19S-06GRN】4959431154645
【#19S-07GRN】4959431154652

簡単操作で
組立＆折畳み
組 立は ボタンがカ
チッと出るまで引っ
張るだけ、折畳みは
ボタンを押しこむだ
けの簡単操作。

折
畳
み

組立

カチッ

束ねやすいバスケット
※雪山用バスケット（PB-58）装着可能

滑り止め溝加工

長さ調節機能を削ぎ落とし、実現した

※重量、最大耐荷重値は使用サイズ 110cm の場合

最軽量
175g/本

最大耐荷重
67.9kgf

組み立てる時にテンションがきつい、また
は折り畳む時にボタンの押し込みがきつ
いと感じる場合は、グリップ側を上にした
状態で、時計回りに回転させる。反対にゆ
るいと感じる時は逆方向に回す。

テンション調節機能

き
つ
い
時

ゆ
る
い
時

←
グ
リ
ッ
プ
側
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どこまでも、
 軽やかに歩こう。
軽～い振り心地で、リズムよく快適に歩ける秘密は、
独自の重心設計による至高のスイングバランス。
少ない動きでポールを操作できるから、無駄な体力消耗を防ぎ、
フィールドをより快適に楽しむことができる。
長さ調節がワンタッチで行える簡単レバーロックモデル。

LEVER  LOCK【 軽量レバーロックモデル】

濡れにくく汚れにも強い
撥水生地を採用。乾きが
早く、汗や雨で湿った状態
の不快感を軽減する。長
時間使用してもドライが続
く、快適な肌触りの撥水ス
トラップ。

■ネイビー  #19S-08NV
JAN 4959431154799
使用サイズ：105～130cm
収納サイズ：63cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約225g（本）
材　　　質：超軽量アルミ+ カーボン
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
耐荷重：31.1kg

Fast-130 カーボンW
本体価格￥17,500/組（税抜）

生産国：台湾製

■マゼンタ   #18S-09MGT
JAN 4959431154805
■グリーン #18S-10GRN
JAN 4959431154812
使用サイズ：90～115cm
収納サイズ：58cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約210g（本）
材　　　質：超軽量アルミ+ カーボン
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
耐荷重：38.7kg

Fast-115 カーボンW
本体価格￥17,500/組（税抜）

生産国：台湾製

転倒防止にすばやいリアクション※

軽い振り心地の秘密

すばやい操作 操作しにくい

素材

操作

動き動き

重心位置

重心位置

同じ移動距離

アルミ製の新型レバーは、よりコンパクトでシ
ンプルになり、固定が確実にできる。弱い力で
レバーが開閉でき、女性の手にもやさしく、長
さ調整が素早く簡単にでき、安心の保持力を
確保しました。

上段シャフトに超軽量
アルミ、中下段シャフト
にカーボンを採用する
ことで、重心が手元に
近くポール操作しやす
い設計になっている。

重心 重心の位置が手元に近いと、少ない動き
でポールを操作でき、すばやいバランス
保持が可能。反対に重心が手元から遠く
なるほど大きな動きが必要となり、ポール
を操作しにくく感じる。

※イメージ図

軽量化
撥水ストラップ

軽量撥水ストラップ

S P E C

長さ固定が安心。
アルミ製新型
イージーロックメタル

※トレッキングポールはバランス保持のための道具で、転倒途中などの危険回避用に
作られておりません。全体重をかけるような使い方は危険ですのでご注意下さい。

イージー
ロックメタル
長さ固定がワンタッチ
で行えるアルミ製レバ 
ーを採用。女性の手に
もやさしい、弱い力で
素早く確実に固定がで
きます。

固
定

解
除
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■イエロー #19S-13YL
JAN 4959431154348
■マゼンタ   #19S-14MGT
JAN 4959431153983
使用サイズ：90 ～115cm
収納サイズ：55cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約240g（本）
材　　　質：超軽量アルミ
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
最大耐荷重：36.0kgf

ロングトレイル 115
本体価格￥11,500/組（税抜）

生産国：台湾製

ロングトレイル 125
本体価格￥11,500/組（税抜）
■ターコイズ  #19S-11TQ
JAN 4959431154331
■ブルー  #19S-12BLE
JAN 4959431153976
使用サイズ：100 ～125cm
収納サイズ：59cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約250g（本）
材　　　質：超軽量アルミ
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
最大耐荷重：31.5kgf

生産国：台湾製

初心者おすすめモデル

【 コストパフォーマンス】COST  PERFORMANCE

長さ固定はレバーを開閉す
るだけ、ワンタッチで行える。
回して固定するタイプよりも、
素早く簡単に長さ調節でき、
１秒で確実に固定できる。

新機能のグリップ内アンチショックは、
手首にかかる衝撃を、長めのストローク
で確実に吸収する。

S P E C

手
に
フ
ィ
ッ
ト
し
握
り
や
す
い

手
に
フ
ィ
ッ
ト
し
握
り
や
す
い

緩む

締まる

長さ固定も
固定強度調節も簡単！

グリップ内内蔵の
衝撃吸収システム

Terrain115A/S
（テレイン115A/S）

本体価格￥14,000/組（税抜）

生産国：台湾製

Terrain125A/S
（テレイン125A/S）

本体価格￥14,000/組（税抜）
■ブラック  #19S-15BK
JAN 4959431154775
使用サイズ：100 ～125cm
収納サイズ：66cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約262g（本）
材　　　質：超軽量アルミ
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
耐荷重：34.3kg

生産国：台湾製

S P E C

AS
アンチショック
モデル
新発売

N EW  M O D E L

□ホワイト #19S-16WT
JAN 4959431154782
使用サイズ：95 ～115cm
収納サイズ：62cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約250g（本）
材　　　質：超軽量アルミ
　　　　　　（φ16/φ14/φ12）
耐荷重：40.0kg

イージー
ロックメタル
長さ固定がワンタッチ
で行えるアルミ製レバ 
ーを採用。女性の手に
もやさしい、弱い力で
素早く確実に固定がで
きます。

固
定

解
除
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BACKCOUNTRY【バックカントリー専用ポール】COST PERFO RMANCE 【コストパフォーマンス】

S P E C

■ブルー   #19S-24BLE
JAN 4959431154607
■ボルドー  #19S-25BD
JAN 4959431154614
使用サイズ：66 ～90cm
収納サイズ：47cm
長 さ 調 節：3 段式調節
重　　　量：約235g（本）
材　　　質：アルミ
　　　　　（φ18/φ16/φ14）
最大耐荷重：72.8kgf

3YS HSS-2W
本体価格￥6,200/本（税抜）

コ
ン
パ
ク
ト
47
㎝

2 段 階の衝撃吸収シ
ステムを搭載すること
により、接地した瞬間
に素早く衝撃を吸収、
瞬時に底突き感のな
い 優しい跳 ね返りを
実現した。

衝
撃
吸
収

跳
ね
返
り

2段階衝撃吸収システム グリップの先端フックや石突を使い、立っ
たまま下記のビンディング操作が行える。
●ビンディングの解放　●モード切替
●クライミングサポートの ON/OFF
●プラブーツのバックル外し

4 ビンディング操作

クライミングサポートのON/OFF

プラブーツのバックル外し

1

2

3

凍結トラブルを回避する
バックルレス

■ブラック  #19S-40BK
JAN 4959431154294
使用サイズ：100 ～135cm
収納サイズ：99cm
長 さ 調 節：２段式調節
重　　　量：約290ｇ（本）
材　　　質：超軽量アルミ＋カーボン
　　　　　　（φ16/φ14.3）
最大耐荷重：41.8kgf

Fast BC Pro
本体価格￥17,000/組（税抜）

生産国：日本製

山側のポールの長
さを短く変更したほ
うが安全と判断し
た場合、ストラップ
を最大限に伸ばし、
スリップストッパー
を握って使用するか、
レバーロックを解放
し、使用サイズを適
度な長さに変更する。

2 緩斜面

3 トラバース

緩斜面のハイクアッ
プには、スキー滑走
時と同様、グリップ
を通常通り握って
使用する。

図１

谷側

グリップを中指、薬指、小指の3本でしっ
かりと上から握ることで、荷重をかけや
すくポールを操作しやすい。図１のよう
に谷側にポールを突き、部分キックター

1 急斜面・斜登高

荷 

重

ンをする斜登
高では、手の
ひらを使い荷
重をかけるこ
とで、余計な
力を使わずス
ムーズにター
ンが行える。

操作

硬いポリプロピレン

4

S P E C

レバーロックストラップ

スリップストッパー

コインで固定強度
　 が調節できる！

緩む

締まる

共同開発

BC-Lite 本体価格￥14,500/組（税抜）

■グリーン　材質：カーボン（φ10.5） 生産国：日本製

105cm
110cm
115cm
120cm
125cm
130cm

約210g/本
約214g/本
約218g/本 
約222g/本
約226g/本
約230g/本

使用サイズ 重量身長目安
155～160cm
161～166cm
167～172cm
173～178cm
179～184cm
185cm～

最大耐荷重
62.2kgf
58.7kgf
53.0kgf
49.5kgf
42.7kgf
38.2kgf

JAN
【#19S-17GRN】4959431154676
【#19S-18GRN】4959431154683
【#19S-19GRN】4959431154690
【#19S-20GRN】4959431154706
【#19S-21GRN】4959431154713
【#19S-22GRN】4959431154720

雪山こそ１gでも軽く！
φ10.5ストレートカーボン
装備や荷物が重くなる雪山こそ、１ｇでも軽量化したい。
BC-Liteは長さ調節機能が無いシンプルな設計。細径
φ10.5ストレートカーボンシャフトを採用することで、雪
山に必要な「軽さ」「耐荷重」「壊れにくさ」を実現した。

雪山を遊びつくすなら、このグリップ！

最軽量
210 g/本

最大耐荷重
62.2kgf

雪山用バスケット付き

スリップストッパー

凍結トラブルを回避する
バックルレスストラップ

カーボン

※重量、最大耐荷重値は使用サイズ 105cm の場合

カーボン超軽量アルミ

ステッキ
タイプ

生産国：日本製

LT18
本体価格￥6,800/組（税抜）

生産国：中国製

■シルバー   #19S-23SV
JAN 4959431153785
使用サイズ：100 ～130cm
収納サイズ：61cm
長 さ 調 節：３段式調節
重　　　量：約280g（本）
材　　　質：アルミ
　　　　　　（φ18/φ16/φ14）
最大耐荷重：38.9kgf

ワンタッチで長さ固定が行える。
経時変化を防ぐステンレスを内蔵。
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トレランポール 13.6 Pro
本体価格￥18,000/組（税抜）

スマホ並の軽さ
A4相当の携帯性
１ｇでも荷物を軽くしてパフォーマンスを上げたい
トレイルランニングにおいて、余計な機能を取り
除き、最低限必要の機能だけを搭載することで、
スマホ並みの軽さとＡ４相当のコンパクトさを実
現した。

材質：アルミ（φ14 ） 生産国：日本製

JAN

100cm
105cm
110cm
115cm

28cm
30cm
31cm
32cm

約172g/本
約177g/本
約182g/本 
約187g/本

使用サイズ 折畳みサイズ 重量
【#19S-36BLE】4959431154249
【#19S-37BLE】4959431154256
【#19S-38BLE】4959431154263
【#19S-39BLE】4959431154270

身長目安
148～154cm
155～160cm
161～166cm
167～172cm

最大耐荷重
46.3kgf
43.3kgf
40.3kgf
37.3kgf

JAN（ブルー）

望月将悟選手 山本健一選手 小川壮太選手

【 トレイルランニング専用ポール 】

T RA I L
RU N N I N G

数々のトップランナーが愛用する
シナノのトレランポール

山岳救助隊の傍ら、山岳アスリートとしても活躍する望月将悟選手、
日本人初の国際メジャー100マイルレース覇者・山本健一選手、
プロトレイルランナーとして数々の大会を制覇する小川壮太選手など、
トレランポールを「最高の相棒」とするトップランナーが続出！

U ltra  LIGHT  &  COMpact  size 超軽量&コンパクト

EXTREME   USABI L ITY 「トレイルランニング専用」だからこの機能

走行中のストラップ揺れを防ぐベルクロ固定機
能は、ランナーの「欲しい」という声から生まれ
た機能。揺れが気にならず走りに集中できる。

ランナーの声から生まれた機能

ストラップにメッシュ
素材を採用し３g の
軽量化に成功。見た
目も軽やかになった。

ポールを使用せず手に持って走る際に便利
なスリップストッパー。汗や雨で濡れても滑
りにくく、気温が下がっても手が冷えにくい。

滑らない＆手が冷えないメッシュストラップ

組立＆折畳みは、グリップ上部の赤いヘッド
を開け、黄色のコードを引っ張るだけ。簡
単な操作なので走りながらでも行える。

簡単組立＆折畳み レース中に発生する細かな傷に強く折れに
くいアルミ製。万が一、弾性限度を超え曲
がってしまっても折れなければゴールまで使
うことができる！

ゴールまで耐えるアルミ製

トップランナーも愛用する、トレイルランニング専用ポール
大人気の「トレランポール 13.6Pro」は、ゴールド・レッドの選べる 2 色。
ストラップがメッシュ素材になり、前モデルよりも1 本あたり３ｇ軽くなった。

■ゴールド

■レッド 

材質：超軽量アルミ（φ13.6 ） 生産国：日本製

100cm
105cm
110cm
115cm
120cm

29cm
30cm
31cm
32cm
33cm

約142g/本
約146g/本
約150g/本 
約154g/本
約158g/本

使用サイズ 折畳みサイズ 重量 JAN（ゴールド）
【#19S-26GD】4959431154539
【#19S-27GD】4959431154546
【#19S-28GD】4959431154553
【#19S-29GD】4959431154560
【#19S-30GD】4959431154577

身長目安
148～154cm
155～160cm
161～166cm
167～172cm
173cm～

最大耐荷重
34.3kgf
32.2kgf
30.2kgf
27.8kgf
25.8kgf

JAN（レッド）
【#19S-31RD】4959431154485
【#19S-32RD】4959431154492
【#19S-33RD】4959431154508
【#19S-34RD】4959431154515
【#19S-35RD】4959431154522

収納袋付き

トレランポール 14.0
本体価格￥14,000/組（税抜）

耐久性がアップした、ポール初心者おすすめモデル

■ブルー

トレランポール 13.6Proよりもシャフト径がやや太く、より折れにくい！
簡単組立＆折畳み機能を搭載した、お手頃価格モデル。
※以下の機能は搭載しておりません（メッシュストラップ、ベルクロ固定、スリップストッパー）

収納袋付き

アフターメンテナンス
安心してお使い頂くために、トレランポール13.6 Pro、14.0ともにシャフトの修理交換が可能です。
万が一、シャフトが曲がったり折れてしまった場合は、各種シャフト1本￥2,000（税抜）で承ります。



シナノでは、製品開発における過去の膨大な試験結果をもとに「安全な設計基準」「安全な製品規格」を明確化し、
その基準に沿ったモノづくりを徹底しています。また、製品の正しい使い方や選び方、メンテナンス方法など、製
品安全に関する情報を積極的に発信しています。こうした取り組みが評価され、このたび経済産業省主催「平成
27年度 第９回製品安全対策優良企業表彰」にて、商務流通保安審議官賞を受賞いたしました。この受賞は平成
25年度に続き２度目となります。今後も、製品をより安全にお使い頂けるよう取り組んでまいります。

製品安全への取り組み

◎改良等のため、価格や仕様、デザインを予告なく変更させて頂くことがあります。
　また状況により生産の中止、部品等の変更をさせて頂くことがあります。
◎商品の写真は、印刷の性質上実物と若干異なります。
◎カタログに掲載している重量は全て先ゴムを除いた重さです。
◎カタログに掲載している価格は全て税抜価格です。
◎使用時は取扱説明書をよくお読みになり、間違いのないようにお取扱いをお願い致します。

株式会社シナノ sinanojapan

モデルや製造された年により、取付部品が限定される場合があります。詳しくは当社 営業部にお問い合わせ下さい。PA RT S

登山中の先ゴム紛失を防ぐ、
脱落防止ストッパー付き。

自然に還らない先ゴムを、山に落とさない心がけ

PB-11 外径φ120
価格：￥1,500/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

特許取得　特許第 6246571号

シャフト先端径：φ11mm
 材質：合成ゴム

価格：￥500/ 1個（税抜）
PP-25（落ちにくい先ゴム）

PP- 07
価格：￥400/ 1個（税抜）
シャフト先端径：φ8mm
 材質：合成ゴム

価格：￥400/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

PB-48Ｔ外径φ45（現行品）

価格：￥500/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

PB-58外径φ90

価格：￥500/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

PB-02 外径φ45

先ゴム その他バスケット

交換シャフト
価格：各種￥2,000/ 1本（税抜）
モデルにより各種タイプが異なり
ます。※先ゴムは付きません

シュアロック・プラグ
価格：￥500/ 1個（税抜）
φ16/φ14/φ12 用
※シャフトは付きません

消耗品のため
定期的な交換を
お勧めします！

価格：各種￥2,400/組（税抜）
※ストラップの交換には1.5mm
の六角レンチが別途必要です。

メッシュストラップ PS-C15

トレランポール専用ストラップ。
ヘッドがこのタイプには取付可能

100周年特別商品や
イベントが
次々と登場します。
詳しくはwebで！
https://sinano.co.jp

PP- F2
価格：￥400/ 1個（税抜）
シャフト先端径：φ12mm
 材質：合成ゴム

価格：￥500/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

PB-F2 外径φ90

価格：￥500/ 1個（税抜）
装着：ネジ込み式

PB-F4 外径φ40

・フォールダー FP
・トレランポール 14.0

装着
モデル

・フォールダー FP
・BC-Lite
・Fast BC Pro

ウィンター
バスケット

・3YS　HSS-2W
・BC-Lite

装着
モデル

・フォールダー FP
・3YS　HSS-2W
・トレランポール 14.0

・フォールダー TWIST
・Fast カーボン W
・Terrain A/S

装着
モデル

・Fast BC Pro
・BC-Lite

装着
モデル

・フォールダー TWIST
・Fast カーボン W
・Terrain A/S

・ロングトレイル
・LT-18

装着
モデル

・アルミタイプ　モデル専用装着
モデル

・LT-18
・トレランポール 13.6

装着
モデル

ストッパー


