


フロート雪崩エアバッグシステムは、雪崩の際に外傷を軽減

し、雪崩の表面上に身体を維持できることがテストおよび証

明されています。私たちのシリンダーは、他の圧縮空気シス

テムと比較してエアバッグ自体の容量を保ちつつ軽量化され

半分のサイズになりました。それによりメインコンパートメ

ントのスペースが解放され多くの装備を収納可能です。

The Float 2.0システムは、Float 1.0シリンダーとは互換性がありません。

（逆も同様です）

特許番号: #7,878,141 。 シリンダーシステムは別売り。





¥53,900(税込)

¥60,500(税込)

AIR CYLINDER(TANK/HEAD)  ¥41,800(税込)

AIR CYLINDER(TANK/HEAD)  ¥41,800(税込)

ヘリ、キャット、バックカントリーライディング、スノーモービル用に使いやすい、容量の少ない薄型形状のフロ

ートパック。中～小サイズの胴体の長さに最適化されています。

近場のバックカントリーライディング用の中型フロートパック。



¥64,900(税込)

¥86,900(税込)

AIR CYLINDER(TANK/HEAD)  ¥41,800(税込)

AIR CYLINDER(TANK/HEAD)  ¥41,800(税込)

すべての必需品を運ぶ、バックカントリーフリークのためのBCAのフル機能のパック。

プロ、スキーパトローラー、ガイド、そしてロングデイやオーバーナイトする人のために。





CYLINDER TANK  ¥20,900(税込)

CYLINDER HEAD  ¥20,900(税込)

詰め替え可能なフロート圧縮空気シリンダーは、フ

ロートシステムのパワーと原動力です。フロートト

リ ガ ー を 引 く と 、 エ ア バ ッ グ を 膨 ら ま せ る

3,000psi（207bar）の圧縮空気のリリースが起

動します。常にシリンダーが満タンで正しく接続さ

れていることを使用前に確認してください。

フロートパックとは別売りです。

※Float 2.0システムのみに使用可能です。

Weight full........ 1.2 lb / 558 g



人命を救うことが私たちの最善です。私たちはデジタル・マ

ルチアンテナ・アバランチトランシーバーを開発し、さらに

更新を繰り返し使いやすくしています。BCAのトラッカー

雪崩トランシーバーは、北米で最も広く使用されており、使

いやすさとシンプルさの業界ベンチマークとして世界中で高

い評価を得ています。

Tracker4™は、人間工学に基づいてデザインされた耐久性

のある優れたケースでトラッカーシリーズらしく、ユーザー

を安全に守ります。



¥53,900(税込)

Trackerアバランチトランシーバーは、業界でもっとも速く使いやすいビーコンです。T4はゴムで覆われたオーバー
モールドケース、より大きなLEDディスプレイ、そしてあなたの仲間を確実に見つけられるようにするトラッカーシ
リーズのインターフェイスとなっています。シグナルスープレッションモード（信号の抑制）とビッグピクチャーモ
ードにより、重要な複数の埋没者を検索出来ます。モーションセンサー・オートリバートトランスミット（検知自動
復帰送信）モード。アップグレード可能なソフトウエアと電子機器性能テスト機能を搭載。

全てのトランシーバーにはハーネスとバッテリーが含まれています。U.S.特許番号：6,167,249 ＆ 6,484,021,B



¥48,400(税込)

¥42,900(税込)

誰もが認めるトラッカーの使いやすさを小型パッケージで
TRACKER3™は使いやすさと瞬時のリアルタイム表示を備えています。

小型に設計されたT3は、BCAの最小で最薄のビーコンです。シグナルス

ープレッション（信号の抑制）モードとビッグピクチャー（大画面）モ

ードにより、重要な複数の埋没者を検索できます。TRACKER3フリー

マネージメント用のアップグレード可能なソフトウエアと電子機器のパ

フォーマンステスト機能を装備。ハーネスとバッテリーが付属。

U.S.特許番号：6,167,249 ＆ 6,484,021,B

合理化された、より手頃なトラッカー
モーションセンシング、電子機器パフォーマンステスト機能、アップグ

レード可能なソフトウエアを除外した、T3、T4と同じ性能を持つビー

コンです。ハーネスとバッテリーが付属。

U.S.特許番号：6,167,249 ＆ 6,484,021,B



¥66,000(税込)

¥60,500(税込)

¥55,000(税込)

初めてバックカントリー・ツアーに出掛ける際の必需品を纏めた

BCAのレスキューパッケージ。

最も高度な捜索が可能なレスキューパッケージ。

内容：TRACKER4、STEALTH270プローブ、B-1EXTシャベル

BCAで最も選ばれているレスキューパッケージ。

内容：TRACKER3、STEALTH270プローブ、B-1EXTシャベル

財布に優しく必要な物が揃ったレスキューパッケージ。

内容：TRACKER3、STEALTH270プローブ、B-1EXTシャベル



今年アップデートされたBCAプローブは、救助を行っている時

や、積雪状態を観測している時に簡単に深度を確認できる大きな

目盛りを備えています。プロ仕様のアルミモデルは、摩耗を防ぐ

ためにレーザーで刻印されています。BCAのステルスクイック

・ロックハードウェアは、折り畳むとより小さくまとめることが

でき、懸命に作業している際にケーブルが緩んでプローブが顔に

当たる可能性もありません。

プローブには雪の深度をオレンジ色で強調表示されています：1.5m（粗いプロービング用）、

2.5m（正確なプロービング用）、さらにより深くに積雪の底が近づいていることを警告します。

BCAプローブは分解すると緊密な束を作り、テーパー

ジョイントにより迅速な再組み立てを可能にします。

深度を測る定規には2つのサイズがあります。片側に

5cn刻み（遭難捜索用）、反対側に1cm刻み（積雪状態

の認識用）で表示されています。

1.5m 2.5m



¥6,600(税込) ¥9,900(税込) ¥8,250(税込)

¥10,450(税込)¥12,100(税込)¥9,350(税込)

コンパクトで軽量、しかも経済的。 カーボン製で軽量、少しでも荷物
の重量を減らしたい人に最適。

プロや上級者のための信頼出来る
プローブ。

プロや上級者のための信頼出来る
プローブ。レーザーで刻印された
深度目盛り。短くてバッグにも収
納しやすい。

カーボン製で軽量、少しでも荷物
の重量を減らしたい人に最適。深
い雪でも十分な長さ。

専門家や、深い雪の中を行動する
人のための最も長く頑丈なプロー
ブ。レーザーで刻印された深度目
盛り。



新しい楕円形で凹凸のあるシャフト、薄型で踏みつけやすいブ

レード、そして多様な中抜きされたハンドルの種類により、

BCAショベルはこれまでになく強く、軽く、収納しやすくなっ

ています。

この新しいラインナップは、伝説的なD-2EXT「ドーザー」ショ

ベルから着想を得ています。コアなBCAユーザーの間で非常に

人気があるため、新しいラインナップ全体に名前を付けました。

山路を登りながら

BCAは当初、探索中の破損を防ぐために、丸くないシャフトを

備えた雪崩ショベルを最初に開発しました。画期的な楕円形のデ

ザインを採用し、両側に凹状の範囲を追加して、重量を増すこと

なく強度を上げました。拡張可能なシャフトの内壁と外壁の間に

「可変オフセット」空間を設け、氷の蓄積を防ぎ、信頼性の高い

シャフト展開を実現します。



硬くて厚い雪崩や深い埋没では、雪崩のデブリにショベ

ルが刺し込みにくい場合があります。ブレード上部の平

らな「ストンプエッジ」と熱処理された6061アルミニ

ウムを採用し、体重を掛けるだけで雪に刺し込むことが

できます。ブレードとシャフト接続の自動結合スプリン

グピンにより、より速くハンズフリーでの組み立てが可

能です。

すべてのBCA拡張可能ショベルは、雪崩救助ショベルの

UIAA基準を満たすように設計されています。 

BCAショベルブレードは、金具や結合部分が突き出てい

ない状態で貴方のバックパック内に平らに配置することが

でき、他のバックカントリーの必需品(および贅沢品も!）

のためのより多くのスペースが確保できます。すべてのブ

レードのフロント3分の1はスムースな表面でスノーピッ

トテストにおいて綺麗な壁を作ることが可能です。



¥7,700(税込)

¥9,900(税込)

¥8,800(税込)

¥8,800(税込)

一番広く親しまれている大衆向けシャベル
北アメリカで広く親しまれているアバランチシャベル“B-1 EXT”をアップデ

ートさせた定番モデル。青と緑の2色展開。

装備の軽量化を追求する人に勧めたい最軽量シャベル
7075アルミを使用した薄くて軽いブレード。アバランチシャベルで最も軽量

なモデル。

一般からプロまで対応する中間サイズのシャベル
1Tよりもブレードが大きくシャフトも長いアバランチシャベル。真剣に掘削を

考える安全意識の高い人向け。

Dグリップが付いた中間サイズのシャベル
2Tと同じ大きさのアバランチシャベル。より力強く握れるDグリップを装備し

ているタイプ。ミトングローブを使用する人向け。



¥9,900(税込)

¥9,900(税込)

¥18,700(税込)

¥22,000(税込)

クワに変形できる、BCAシャベルのレジェンド
デブリや大きな雪の塊を素早く搔き出したい時には、クワに変形させて楽に作

業ができます。雪洞掘りにも最適。青とオレンジの2色展開。

冬季の作業用、大きなキッカー造りにも最適
大きなブレードと握りやすいDグリップでパワフルな作業が可能。大きいので

BCAフロートパックとSTASHパックにはフィットしません。

アイスアックスに変換、軽量で携帯に便利
シャベルからシャフトを抜いて、グリップを外しアルミ製のヘッドを取付ければ

アイスアックスに早替り。寒くて凍った雪面で活躍します。

アイスアックスに変換、急勾配でより厳しい場面に対応
カーブしたシャフトと、9度のピックアングルが付いたステンレス製のヘッドを

取付ければアイスアックスに早替り。険しく急なクライミングで活躍します。



雪崩は滑走時のみ、発生するものではありません。BC Airヘルメッ

トはとても軽くて通気性が良く、上る時も下る時も快適に使用でき

ます。ツアーの途中にヘッドウェアが気にならないほど使い勝手に

優れています。

ヘッドランプクリップ、Boa®フィットシステム、および大幅なベン

チレーションを備え、頭部を保護するために必要なすべてが揃って

いますが、重量は340グラムなのです。（S/Mサイズ）



¥18,700(税込)

取外し可能なイヤーパッド
フィットシステムを維持しながら、不要な際には嵩張りを減らすためにイヤ

ーパッドを簡単に取り外すことができます。

パッシブチャネルベント
シェルからEPSへと抜けるチャネルにより、頭とヘルメットの間に空気の流

れを導き、湿気と余分な熱を取り除き、一日中快適に過ごせます。

インモールド構造
軽くて強い特別な構造。ポリカーボネートシェルを、発泡ライナーの金型に

直接貼り付け、シェルに直接EPS（衝撃吸収材）を流し込みます。シェルと

ライナーが直接、強固に密着することにより、剥がれにくさが加わって、よ

り強度が増す構造です。



BCAのスタッシュパックはテクニカルで丈夫です。もちろん、スタッ

シュの特徴である主な機能も継続して搭載しています。ジッパーバッ

ク・パネルアクセス（スタッシュ20を除いて）、アイスアックス、ス

キー、スノーボードを搭載できるオプション、フリース製ゴーグルポ

ケット、除湿穴、そして一番重要な凍結防止スタッシュハイドレーシ

ョンスリーブと、もう一報にはBC linkが装備できるスリーブも搭載。



¥19,800(税込)

¥24,200(税込)

¥26,400(税込)

多くのギアを持って行動するプロやガイドのため大容量パック

一日中ハードにチャージする人のために少し広めのスタッシュパック

アグレッシブにフリーライディングするための20Lスタッシュパック



再設計されたSepterポールには、ツアーとスノーセイフティの

為に高度で実用的なデザインがされています。スクレーパーグリ

ップは、トップシートやスキンからその場で雪や氷を簡単にこす

り取り、重要なときに必要なエネルギーを節約します。取り外し

可能なストラップは、木に引っ掛かった際や、雪崩に巻き込まれ

た際にリリースしてくれます。グリップ先端に突き出たフックと

多機能バスケットは、かがむことなくヒールライザーとブーツレ

バーを上げることが可能です。



¥16,500(税込)

¥11,000(税込)

¥16,500(税込)

¥8,800(税込)

ハイパフォーマンス求める人に、調整可能なもっとも硬いポール

すべてのバックカントリーユーザーのための、主流な調整可能ポール

スプリットボードやハイキング用に設計された、
完全に折りたたみ式の調整可能なオールシーズン用ポール

バックカントリーやレジャー用に最適、3サイズにて展開



¥6,600(税込)

¥4,400(税込)

¥2,200(税込)

¥2,200(税込)このAIARE「ブルーブック」は、American-Avalanche-Association（A3）

SWAG基準を満たすために、American-Institute-for-Avalanche Research 

and Education（AIARE）によって開発されました。北米の新しいPro/Recク

ラスフォーマットに適合するように設計され、耐水紙に印刷されています。

雪、氷、木を切る鋸。ステンレススチールブレードにナイロン製ハン

ドル。歯を守るナイロン製ブレードカバー付属。センチメートルのサ

イズ表記をレーザー・エッチングでマーキングしています。

積雪粒子の分類、傾斜角度マップツール、およびスノーパック

評価のための1mmおよび3mmグリッド付アルミ製クリスタル

カード。

スノーパックの深さと層を調べるための折畳み式定規。

多くの雪崩講習にはスタディーキットの持込が必須となります。

BCAは北米の最先端の雪崩教育者たちの意見を聞きながらスタ

ディーキットを設計しています。収集データの信頼性が高ければ

高いほど、貴方の判断力の信頼性が高くなるのです。



¥14,300(税込)

¥4,950(税込)

¥3,300(税込)

¥2,750(税込)

¥3,850(税込)

¥3,300(税込)

耐久性の高いキャリーケースには用具を収める多

彩なポケットとスロットが付いています。

傾斜角を測定し、傾斜角を決定するコンパス

角度範囲：0 ー 60
2mmの目盛りが刻まれた青い半透明のカード。

グラフィックのないセクションで、雪の粒の分

類がより明確に分かります。

測定時にスキーの先端から繋ぐスリング付アナログ

温度計。
キットに新しく追加されたこの2mのコードには、

10インチ（25cm）ごとに結び目があり、中央に

2つのスエージ加工されたアルミニウムのを歯を

備え、雪や地殻を通り抜けてExtended-Column 

Test（ECT）を行います。

以前のモデルよりも高倍率で、風を防ぐために側

面が閉じています。





115mm  ¥25,300(税込)

135mm  ¥26,400(税込)

¥13,200(税込)

¥15,400(税込)

¥17,600(税込)

簡単に装着、簡単に脱着

フロートエアバッグパックを作る際に残る素材で作られています。
軽くて耐久性があり、ライディング出来ない残念な日々に最適です。

学校や会議、フェスや普段使いなどに最適な

BCAのスタイリッシュなデイパック

高い防水性をもつミッドサイズバッグ。街用で

もハイキングでも。

通勤や旅行にも便利な機能性が一番高いバック。

仕事や遊び、出張にも安心の大容量。

着脱簡単！65%モヘア、35%ナイロン製。接着剤なしのスキンはContour製ハイグ

リッド構造で、スキーに貼ったり剥がしたりに必要な労力が最低限で済みます。再度

接着剤を付ける必要も無く、寒い気候で繰り返り使用しても粘着力は変わりません。

フラッシュメタルチップループ、調整可能なテールフック、粘着層を綺麗に拭いて粘

着性を回復可能なクリーニングワイプ、それらを詰める袋など、使いやすいトリムツ

ールが付属。カットしてあなたのスキーのサイドカーブにフィットさせます。




