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シャワー
クライミング
SHOWER CLIMBING

北アルプス、金木戸川小倉谷。美しい二段の大滝にルートを探り、笠ヶ岳の稜線を目指す ── 服部 知尋

シャワークライミングブーツ

水抜けのよさと、抜群のグリップ力、運動性を兼ね備えた沢登りに最適な軽量ブーツ。
異なる性質のソールを施したモデルをラインアップしています。

ソール

各ソールのグリップ力の目安

ウールフェルト
濡れても優れたグリップ
力を維持するウールフェル
トは、コケのぬめりで滑り
やすい岩場でも安定した
歩行をサポートします。

ポリプロピレン
フェルト
水を含みにくい素材のポ
リプロピレンフェルトは、
グリップ力と耐久性に優
れており、さまざまなコン
ディションで活躍します。

アウトソールの素材
ウールフェルト

アクアグリッパー®

ポリプロピレンフェルト
（ラバー）
アクアグリッパー ®

モンベルが独自に配合した素材と広い接地面積を
持つソールパターンにより、水中の岩肌に対して驚
異的なグリップ力を発揮します。これにより、転倒
などのリスクを軽減するだけでなく、安定した蹴り
出しが可能となり、快適で安全な歩行を実現します。

イージーフィットシステム
イージーフィット
システム

沢登りに最適な軽量ブーツです。アッパーには水抜けのよいメッシュ地を使用し、樹脂素材で補強を施
すことで、靴内での横ぶれを防ぎます。また、足首部分には柔らかでフィット感の高いクロロプレンゴム
を使用しているため、遡行時の足首の動きを妨げず、着脱もスムーズ。砂や小石なども侵入しにくくなっ

背面

Sawer Cruiser

アウトソールにはコケのある岩場で圧倒的な
グリップ力を誇るウールフェルトを使用して
います。

#1125113

税抜き価格

ブラウン
（BN）

¥21,000（+税）

ソール

背面

Sawer Climber

#1125112

税抜き価格

¥14,000（+税）

イージーフィット
システム

岩
○
○
◎

草付
△
△
○

フットベッド

適度なクッション性を備えたオリジ
ナル・フットベッドを使用。素材自体
が保水しないため、水濡れによる重
量増や不快感を最小限に抑えます。

フェルトリペアソール（交換ソール）
#1126113

税抜き価格

¥3,700（+税）

サワートレッカー

#1125111

背面

ロイヤル
ブルー
（RBL）

ソール

税抜き価格

¥12,900（+税）

ロイヤル
ブルー
（RBL）

【サイズ】22.0〜29.0㎝（0.5㎝刻み）
【重量】371g（25.5㎝・片足）
【素材】■アッパー：ポリエステル・メッシュ
合成皮革、ゴム、クロロプレンゴム
■ソール：ポリプロピレン
■ミッドソール：E.V.A.
イージーフィット
システム

サワークライマー

【サイズ】22.0〜29.0㎝（0.5㎝刻み）
【重量】370g（25.5㎝・片足）
【素材】■アッパー：ポリエステル・メッシュ
合成皮革、ゴム、クロロプレンゴム
■ソール：アクアグリッパー ® ■ミッドソール：E.V.A.

ループをハの字型に配置し、靴ひもの摩
擦抵抗を小さくしています。これにより靴
ひもが下部から上部まで均等に締まり、
少ない力で高いホールド感が得られます。

アウトソールには、耐久性に優れるポリプロ
ピレン製フェルトを使用しています。

ソール
張り替え 可

アウトソールには、濡れた岩場でも優れた
グリップ力を 発 揮するアクアグリッパー ®
を使用。岩登りが多いテクニカルなルート
に最適です。

コケ
◎
○
△

△

滑りやすい

Sawer Trekker

【サイズ】22.0〜29.0㎝（0.5㎝刻み）
【重量】390g（25.5㎝・片足）
【素材】■アッパー：ポリエステル・メッシュ
合成皮革、ゴム、クロロプレンゴム
■ソール：ウール
■ミッドソール：E.V.A.
イージーフィット
システム

○

「サワートレッカー」の交換用・ポリプロピレン製
ソールです。
「サワークルーザー」にも使用できます。

ています。性質の異なるアウトソールを施した4種類のモデルから、用途に合わせてお選びください。

サワークルーザー

◎
滑りにくい

ソール
張り替え 可

サワークライマー リールアジャスト

背面

Sawer Climber Reel Adjustment

優れたフィット感と素早い着脱を可能にする
リールアジャストシステム™を施しています。
アッパーをカットすることで、足首の可動域を
広げたアクティブなモデルです。アウトソール
は濡れた岩場で優れたグリップ力を発揮する
アクアグリッパー ®を使用しています。

#1125114

ソール

税抜き価格

¥15,400（+税）

【サイズ】22.0〜29.0㎝（0.5㎝刻み）
【重量】371g（25.5㎝・片足）
【素材】■アッパー：ポリエステル・メッシュ
合成皮革、ゴム、クロロプレンゴム
■ソール：アクアグリッパー ® ■ミッドソール：E.V.A.

ガンメタル
（GM）
ソール

サワーシューズ

ストリームレッグガード

Sawer Shoes

地下足袋とわらじに、モンベル独自のアイデアを投入して
作られた沢登り用のシューズです。わらじのようにかかと
側からも靴ひもを引っ張ることで、抜群のフィット感を実
現。つま先内部が足袋のように指割れになっているため
足ずれしにくく、快 適な 履き心 地です。また、足首部分
には柔らかくフィット感の高いクロロプレンゴムを使 用し
ているため、遡 行時 の足首の動きを妨げ ず、砂 や小 石
なども侵 入しにくくなっています。アウトソールには耐久
性に優れるポリプロピレン製フェルトを使用しています。

#1125318

オリエント
ブルー×
ガンメタル
（OBL/G）

#1125322

【サイズ】
22.0〜29.0㎝（1㎝刻み）【重量】
328g
（26.0㎝・片足）
■アッパー：4㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］
【素材】
■ソール：ポリプロピレン・フェルト

サワタビ

Sawatabi
オリエント
ブルー
（ORBL）

Neoprene Stream Spats

#1125308
ベルクロテープ

【サイズ】
Ｓ（22.0〜24.0㎝）
、Ｍ（24.0〜26.0㎝）
、Ｌ（26.0〜28.0㎝）
【重量】
130g（Mサイズ・片足）
■アッパー：13㎜厚ポリプロピレン・フェルト
【素材】
■ウェブベルト：ポリプロピレン

¥4,000（+税）

【素材】2㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］

WIC.サワークライム ソックス

Sawer Sandals

¥4,000（+税）

税抜き価格

【サイズ】S（28〜34㎝）
、M（34〜40㎝） 「サワークルーザー」
L（40〜46㎝）
（ふくらはぎ周囲）
（別売）との
組み合わせ例
【平均重量】175g

Wickron®Sawer Cl
imb Socks

古くから沢登りに使われている"わらじ"を、モンベル独自のアイデアで進化。ぬめりに強い
フェルトソールをシンプルなウェブベルトで足に固定し、確実なグリップ力と動きやすさを備え
ています。
「サワタビ」にジャストフィットするデザインです。
税抜き価格

ブラック
（BK）

渡 渉時の水圧を軽減し、靴に砂や小石が入るのを
防ぎます。膝下に調節用のベルクロを設けてずれに
くく、ふくらはぎは圧 迫 感 の 少ない立体パターン。
着脱はジッパーによる簡単操作です。

甲部分 の ベ ルクロテープ で
フィット感の調節が行えます。

サワーサンダル

ブラック
（BK）

ネオプレン ストリームスパッツ

¥6,800（+税）

税抜き価格

【サイズ】22.0〜29.0㎝
（1㎝刻み）【重量】
270g（26.0㎝・片足）
■アッパー：3㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］
【素材】
■ソール：アクアグリッパー ®

#1127210

¥7,500（+税）

すね部分全体にパンチング（肉抜
き）したクロロプレンゴムを使用。
膝 の 屈 曲 動 作 に より浸 入する
水 を、す ね 部 分 全 体 で 逃 が す
ことでズレを軽 減します。

たいへん柔らかな履き心地で、足先・足裏感覚に優れた
ゴム底足袋です。アッパーには3㎜厚のクロロプレンゴ
ムを使用し、保温性を確保。アウトソールには濡れた岩
®
場でも抜群のグリップ力を発揮するアクアグリッパー を
使用しています。単体での使用はもちろん、
「サワーサン
ダル」
と組み合わせることで、さまざまなシチュエーション
で活躍します。

#1125117

税抜き価格

【サイズ】S（28〜33㎝、31㎝）
、M（33〜38㎝、32㎝）
L（38〜43㎝、34㎝）
（ふくらはぎ囲、ひざ下長）
【重量】351g（Mサイズ・片足）
■すね：2㎜厚パンチングネオプレン（クロロプレンゴム）
【素材】
■ 膝：2.5㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］

¥6,200（+税）

税抜き価格

Stream Leg Guards

ズレにくく、抜群のフィット感を備えたシャワークライミング
用スパッツです。膝の形状に合わせた立体裁断を施し、す
ね部分 全体にパンチング（肉抜き）したクロロプレンゴム
を使用することで、水流を受けた際にも高いフィット感を
実現しました。ふくらはぎ部分には立体パターンを使用。
ジッパーとベルクロの操作で着脱が行えます。

速乾性に優れ、汗を素早く吸収拡散するウイックロンを使用
した先割れソックスです。高いクッション性を備え、補強糸
を配しているので、耐久性にも優れています。

#1118538

ブラック
（BK）

￥1,750（+税）

税抜き価格

ダーク
ネイビー
（DKNV）

【サイズ】S（22〜24㎝）
、M（24〜26㎝）
、L（26〜28㎝）
【平均重量】101ｇ 【素材】
ウイックロン®
［ポリエステル］
【特長】
テーパー形状／ L字パターン／
フルサポートフィットシステム／補強
（下部）

「サワタビ」
（別売）
との組み合わせ例

先割れタイプ

KAMICO サワークライムソックス
TM

KAMICOTM Sawer Climb Socks

ネオプレン プレーンソックス
Neoprene Plain Socks

伸縮性に優れ、足にぴったりフィットします。足入れ口に
クロロプレンゴムのスキン地を巻くことによって肌と密
着し、砂や小石の侵入を防止します。

#1125202

税抜き価格

パイル面を外側に設けた独特のデザインの先割れソックス
です。水はけが良い紙糸プラス™ を使用し、水に濡れても
ドライ感のある快適な着用感です。厚手でクッション性に
優れた総パイル仕様です。

ブラック
（BK）

#1118537

¥2,700（+税）

インソール、アウトソールとも
にポリウレタンのドットプリン
トを施し、靴の中で足がずれ
にくくなっています。

Light Neoprene Sawer Climb Socks

先割れタイプ

ストリームグローブ

税抜き価格

ブラック
（BK）

#1125321

¥2,500（+税）

Stream Gloves

手のひら全体に抜群の耐久性とグリップ力を備えるケ
ブラー®の一枚地を使用した、
沢登り専用グローブです。
手のひらから極力縫い目を減らすことでロープの摩擦
などに対する糸のほつれを防いでいます。甲には高い
伸縮性と保温性を持つクロロプレンゴムを使用し、指
先をカットすることで、優れた操作性を実現。ロープ
やカラビナの処理がスムーズに行えます。

0.5㎜厚の極薄のクロロプレンゴムを使用した沢登り用
ソックスです。適度な保温性を備え、水が冷たい時期に
も活躍します。縫い目は全て平らに仕上げ、ごろつき感を
解消しています。サワーシューズやサワタビとの組み合わ
せが可能な先割れタイプです。

#1125116

¥2,000（+税）

【サイズ】S（22〜24㎝）
、M（24〜26㎝）
、L（26〜28㎝）
【平均重量】117g 【素材】
紙糸プラスTM
【特長】
テーパー形状／ L字パターン／
フルサポートフィットシステム

【サイズ】S（22〜24㎝）
、M（24〜26㎝）
、L（26〜28㎝）
【平均重量】
160g 【素材】2.5㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］

ライトネオプレン サワークライムソックス

税抜き価格

税抜き価格

¥3,900（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【重量】56g
■本体：2㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］
【素材】
（手のひら）
ケブラー ®

【サイズ】S（22〜24㎝）
、M（24〜26㎝）
、L（26〜28㎝）
【平均重量】82g
【素材】0.5㎜厚クロロプレンゴム［両面ジャージ］

サワークライム シットハーネス

税抜き価格

¥6,900（+税）

2

保 水せ ず、乾き
やすいナイロン・
モノフィラメント
メッシュ

ブラック
（BK）

手のひらには耐久性を
備え、水中でもグリップ
力のある生地を使用。

収納時
背面

サイズ対応表（cm）
ウエスト
レッグ

XS

S

M

L

57~69
46~56

65~77
50~60

73~85
54~64

81~93
58~68

安全基準

#1223382

【サイズ】XS、S、M、L
【重量】220g（235g） ※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
【収納サイズ】17×11×4㎝ 【素材】
ナイロン、モノフィラメントメッシュ

指先には容易に
着脱できるタブ付き

ライト
シルバー
（LTSV）

Sawer Climb Sit Harness

シャワークライミングに最適な超軽量ハーネスです。ほとんど保水せず、
乾きやすいモノフィラメントメッシュを使用。前側2カ所のクイックリリー
スバックルにより、ウエイディングブーツを履いた状態でも着脱が容易
に行えます。ヒップバックルにより、レッグループの位置を調節できます。
ギアラック、バックロープけん引用のテープを備え、付属のスタッフバッ
グにコンパクトに収納できます。

ブラック
（BK）

ヨーロッパ規格（EN 12277）
：本製品はタイプＣハー

ネスに分類され、ヨーロッパ規格（EN12277）登山用ハー
ネスの安全基準と試験方法に適合しています。

シャワークライミングパック

水に濡れても保水せず、抜群の水抜けを実現。
シャワークライミングに必要なギア類を機能的に収納できます。

必要なギアを機能的に収納
機 能

サワークライム パック 機能

❶ 30L

フリートップリッド
（40L）

ラダーロックで自由に動かすことができる
ため、泳ぐ際はフロントポケット側に倒して
ヘッドクリアランスを確保できます。

オリエントブルー
（ORBL）

コンプレッションストラップ

❷ 40L

ドレインシステム

ロープや荷物を挟み込むことがで
きるベルトを設けています。

底部に設けた水抜き穴に向かって
ボトムラインを傾 斜させることで、
効果的に水を排出します。

サイドアクセスジッパー

トップリッドを外すことなく、荷物へ
のアクセスがたいへん楽に行えます。

オリエントブルー
（ORBL）

ウエストベルト

軽量なウエストベルトを使 用。泳ぐ
際など、使 用しないときは前面側
に回して固定可能です。

背面パッド

背面パッドは取り外してマットとし
ても使用することができます。

サワークライム パック 30・40
Sawer Climb Pack 30, 40

沢登りを始めとするさまざまなウォータースポーツで活躍するメッシュ
パックです。水に濡れても保水しないディッピングメッシュを全面に
使用し、抜群の水抜けと軽量化を実現。パック内に入った水は底部に
施したドレインシステムにより効果的に排出されます。高い防水性を
備えた「ライトドライバッグ（別売）
」を併用すれば、荷物を濡らさず
に携行することができます。

#1223370

税抜き価格

荷上げの際、ロープ
を通すためのループ
を配置しています。

※中のライトドライバッグ
はイメージです。

【素材】
本体：ポリエステル・ディッピングメッシュ／
210デニール・ナイロン・ダブルリップストップ

❶ 30L

荷上げ用ループ
（40L）

¥8,400（+税）

フロントポケット
（40L）

【容量】30L（高さ61×幅30×奥行き19㎝）
【重量】672g 【背面寸法】50㎝

❷ 40L

#1223369

税抜き価格

¥10,500（+税）

ヘルメットやロープ など
を収 納可能 な 大 容 量ポ
ケットを施しています。

❸ 20L

【容量】40L（高さ69.5×幅30×奥行き20㎝）
【重量】1,090g 【背面寸法】52㎝

ブラック
（BK）

サイド のストラップ を
使ってヘ ルメットなどを
固定できます。

サワークライムデイパック 20・30
Sawer Climb Day Pack 20, 30

沢登りなどさまざまなウォータースポーツで使用できるメッシュパック
です。S字ショルダーハーネスや背面パッドに空間を設け、蒸れに配慮
した構造など、快適に背負うための機能が施されています。
3Dメッシュ
地を使用し、水に濡れても保水せず、常に軽量感を保てるようにしま
した。底部には水抜きメッシュを配しています。
「20」はフロントにヘ
ルメットをくくり付けることができます。
「30」はショルダーハーネス
にパッドを入れて肩への負担を軽減し、背面にプラスチックパネルを
挿入して、より快適な背負い心地を追求しています。高い防水性を備
えた「ライトドライバッグ（別売）
」を併用すれば、荷物を濡らさずに
携行できます。

❹ 30L
ブラック
（BK）

※ライトドライバッグ15
を入れた状態です。

【素材】
ポリエステル・メッシュ （底部）450デニール・ポリエステル

❸ 20L

#1223265

❹ 30L

#1223266

税抜き価格

【容量】20L 【重量】790g
税抜き価格

【容量】30L 【重量】1,060g

¥6,800（+税）
¥8,000（+税）

ウエストベルトを使用しないときは、
前面側に回して固定できます。

背面のプラスチック
パネルで快適な背
負い心地を実現。

バックルひとつで開閉できる5Lのフロントポケットには、
ヘルメットやザイルを入れておくことができます。

ライトドライバッグ
Light Dry Bag

極めて高い防水性を備え、
「サワークライム パック」などのインナーバッグに最適な防水バッグです。底部を
三角形に絞れるストラップホール付き。5L、10Lサイズも取りそろえています。詳しくは「バッグ パンフレット」
をご参照ください。

【カラー】ピーコック（PE）【素材】70デニール・ナイロン［ウレタン・コーティング］

❺ 15L

#1123442

❻ 20L

#1123443

税抜き価格

¥2,667（+税）

【サイズ】35×60㎝ 【重量】150g
税抜き価格

【サイズ】35×73㎝ 【重量】170g

注意

¥2,858（+税）

❼ 30L

#1123981

税抜き価格

❽ 40L

#1123982

税抜き価格

【サイズ】45×73㎝ 【重量】210g

❻ 20L

❼ 30L

❽ 40L

❺ 15L

¥4,000（+税）
¥4,400（+税）

【サイズ】49×84㎝ 【重量】245g

ドライバッグは極めて高い防水性を持ちますが、水中での使用には適しませんのでご注意ください。

3

ライトネオプレン シリーズ

極薄素材が優れた運動性を実現
素 材

抜群のストレッチ性を持った0.5㎜厚の極薄クロロプレンゴムを使用し、快適
性と適度な保温性を備えたシリーズです。トップスはロングテールデザイン、
タイツとショーツにはハイバックデザインを使用し、前屈姿勢でも腰が出にくく
なっています。また、縫い目は全て平らに仕上げ、ごろつき感を解消しています。
カヌーや沢登りなど暑い時期に単体で使用することはもちろん、寒い季節に
はインナーとして使用することもでき、一年を通じて、幅広く活躍します。

軽さと伸縮性を実現した素材です。体の動き

肌

トします。

❸

❷

❶

極薄
クロロプレン
ゴム

熱

有のつっぱり感がなく、快適な動きをサポー

ロイヤル
ブルー
（RBL）

ロイヤル
ブルー
（RBL）

ロイヤル
ブルー
（RBL）

ラグランスリーブのように、肩部
分の縫い目をずらすことで腕上
げがしやすくなっています。

抜群のストレッチ性

に柔軟に追随するため、クロロプレンゴム特

【素材】
0.5㎜厚クロロプレンゴム両面ジャージ

スランテック®
アームホール

クロロプレンゴム

たいへん薄手ながらも適度な保温性を持ち、

❹ 女性用

マルベリー
（MULB）

ジッパーは首か
ら胸まで 開閉
でき、体温調整
が容易です。

スパイラル
スランテック®カフ

❺

袖口の縫い目を斜めにすることで、不快な
締め付けのない心地よいフィット感を実現。

ブラック
（BK）

❻

ブラック
（BK）

❼ 女性用

ブラック
（BK）

ライトネオプレン シリーズ
Light Neoprene Series

【特長】
スパイラル
  
スランテック®カフ
（ロングスリーブジップシャツ、フルジップシャツ）
／
スランテック®アームホール
（ショートスリーブジップシャツ、
ロングスリーブジップシャツ、フルジップシャツ）
／フラットシーマー

❶ ショートスリーブ ジップシャツ〈男女兼用〉

擦れによる摩 耗
を軽 減するニー
パッド を 設 け て
います。

❺ ショーツ〈男女兼用〉

ジッパーは首から胸まで開閉でき、体温調節が容易に行えます。 ウエストのドローコードにより、ずり
下がりを防ぎます。
#1127399 税抜き価格 ¥8,800（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）【平均重量】
335g

❷ ロングスリーブ ジップシャツ〈男女兼用〉
#1127400

税抜き価格

¥9,200（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）【平均重量】416g

❸ フルジップシャツ Men's〈男性用〉
税抜き価格

税抜き価格

¥8,900（+税）

サイズ表1

サイズ表

❻ タイツ Men's〈男性用〉
#1127403

#1127398

❹ フルジップシャツ Women's〈女性用〉
#1127397

税抜き価格

税抜き価格

【サイズ】
S、M、L、XL
【平均重量】
301g

③

¥9,000（+税）

¥8,100（+税）

サイズ表1

【平均重量】
346g

ご自身のサイズを下の表に照らし合わせて、適切なクロージングサイズをお選びください。
①身長

②

¥6,400（+税）

❼ タイツ Women's〈女性用〉

¥9,800（+税）

【サイズ】
S、M、L、XL 【平均重量】427g

【サイズ】
S、M、L、XL

税抜き価格

【サイズ】
S、M、L、XL 【平均重量】
377g

着脱が容易なフルジップモデルです。

#1127396

#1127422

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）
【平均重量】
238g

②
③

②胸囲・バスト ／バストポイント
小指の （胸の一番高いところ）を水平に
付け根 ひと回り

生命線
の始点

①

⑤
④

⅔
⅓
手首

https

③胴囲・ウエスト ／胴のベルトを
締める位置を水平にひと回り
④ 股の高さ ／ 股の付け根より
床面まで
⑤手囲い ／ 小指の付け根と手首
を2：1に内分する点と、 生命線の
始点を通り手のひらをひと回り

Men's〈男性用〉 Unisex〈男女兼用〉 基本ヌードサイズ
XS

S

150～160 155～165
①身長
82～86 86～90
②胸囲
68～72 72～76
③胴囲
71～76
④股の高さ 68～73
18.5～20.5 20.5～22.5
⑤手囲い

M

165～175
90～95
76～81
74～79
22.5～24.5

L

170～180
95～101
81～87
77～82
24.5～26.5

（cm）
（㎝）

XL

175～185
101～107
87～93
80～85
26.5～28.5

Unisex〈男女兼用モデル〉
スペック内のサイズ表記に男女兼用とある場合は、Men'sモデルと同じサイズです。

Women's〈女性用〉

（cm）

サイズ表 1
S
148～158
②バスト
77～83
③ウエスト 60～66
85～91
④ヒップ
⑤股の高さ 67～72
①身長

M
L
XL
153～163 158～168 163～173
80～86 84～90 88～94
63～69 67～73 71～77
88～94 92～98 96～102
70～75 73～78 76～81

●記載されている価格の有効期限は2019年7月31日です。
●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
● “®” または “™” が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または商標
です。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
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