
リーシュの取り付け方(イラスト1)
1.スライダー、ロックダウン、アンドロイドリーシュをアイスツールに取り
付ける際は、バックルが出来るだけ高い位置に来るようにして下さい。
バックル締めしたループを小さくすることで、ループがアッズやハンマ
ーにからむのを防ぎます。
2.体重を掛けながらバックル締めして下さい。
3.余ったウェビングは最低8残して斜めに切って下さい。そして末端が
ほぐれないように熱して(燃えないように注意して)処理して下さい。
4.留意：アンドロイドリーシュを使う前は常にサムレバーの接続を点検
し、サムレバーとリーシュタブが平行であることを確かめて下さい。これ
によりリーシュタブを正しくスタッドに付け外しすることができ、リーシュ
が不意に外れるのを防ぎます。
5.コブラ/バイパーアンドロイドリーシュをコブラ、バイパーに取り付け
ない時は、シャフトの取り付け穴をボルトで塞いで下さい。
ピック(イラスト3)
フュージョン、レーザー、ティタンピックはブラックダイヤモンドの全ての
モジュラーアックスに取り付けできます。ベノムアックスには専用のベノ
ムピックが必要です。ティタンピックはラインナップ中最も丈夫なピック
で、オールラウンドに使用できます。レーザーピックはバーチカルアイス
に最適で、フュージョンピックはミックスクライミング用に設計されてい
ます。急傾斜のクライミング向けに設計されたタイプBピックは、タイプ
Tピックより耐久性の面で劣ります。
コブラ/バイパーファング＆ストライク(イラスト5、6)
2007年以前のバイパーファング＆ストライク(イラスト7、8)
・これらのアクセサリーの取り付け方はイラストをご覧下さい。スクリュ
ーの締め付けには手動ツールのみを使用して下さい。締め過ぎるとスク
リューとパーツの両方を傷めるおそれがあります。アイスツールを使用
する前に全ての締め具がしっかり締まっていることを確かめて下さい。
ストライクを取り付けない時はシャフトの取り付け穴を塞いで下さい。
・警告：ファングとストライクはシャフトを握る手を補助するために使いま
す。カラビナをクリップして加重したりすると壊れます。手を補助する以
外の用途に絶対に使わないで下さい。
・2007年以前のバイパーファング&バイパーストライクは、2007年以
前のバイパーアックスにのみ取り付けできます。コブラ/バイパーファン
グ＆ストライクは、2007年以降のコブラ、バイパーアックスにのみ取り
付けできます。
・リーシュ無しで登るとシャフトから手を離して墜落したり、アックスを落
としてしまうおそれがあります。ロープ無しで登ったり、危険な墜落が予
想される場合はアックスリーシュを使用して下さい。
センターバー(イラスト9)
エクストラロング・センターバーはUS#12(ユーロ#46)以上のブーツ
に対応します。アシンメトリック・センターバーはカーブの強いソールに
対応します。フレックスセンターバーは全てのクランポンに対応します。
全てのセンターバーが全てのクランポンに対応する訳ではありません。
互換性と交換パーツについてはチャートをご覧下さい。
ABS(イラスト10)
各クランポンに対応するABS(アンチボールシステム)を別売しており
ます。取り付け前にお持ちのクランポンとの対応を確かめて下さい。
点検と破棄
製品を使用する前後に傷みや磨耗が無いことを点検して下さい。特にピ
ックは頻繁に点検して下さい。各アイテムに下記の症状が見られたら、
使用をやめて破棄して下さい。
○リーシュ
◆バックルにひび割れや曲がりがある。
◆ウェビングに切れ目や穴開きがある。
◆ウェビングが融けたり焦げたりしている。
◆縫い目がほつれたりウェビングがひどく磨耗している。使用に伴う多
少のけば立ちは差し支えありません。
◆ウェビングが紫外線で退色している。
◆バータック(ぎざぎざの縫い目)が擦り切れている。

本製品はアイスクライミング及び登山以外の用途には使用できません。アイスク
ライミング及び登山は危険を伴う行為です。そのことを事前に理解し、危険を受け
入れ、行為中の行動と決断は本人の責任において行って下さい。本製品を使用す
る前に、取扱説明書に記載されている使用方法と警告を理解し、製品の性能と限界
を熟知しておいて下さい。全てのクライマーは適切な指導者から技術を習得する
ことをお奨めします。また製品を破棄するときは再利用を防ぐため壊して下さい。
ここに示した警告を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

警告

ブラックダイヤモンド
アイスアクセサリー取扱説明書

※本製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

○ピック、アッズ
◆曲がったりひび割れたり変形したり、数シーズンに渡って酷使した。
◆岩に当てたり、研ぎを繰り返してピック先端が極端に減ってしまった。
◆オリジナルと同じ角度と形状に研ぎ直せない。
○ファング＆ストライク
◆がたつきがあったり、締め具をしっかりと締めることができない。
◆部品にひび割れ、変形、破損が見られたり、紛失した部品がある。
○センターバー：ひび割れ、変形、破損が見られる。
○ABS：部品が擦り切れたり、ひび割れたり、変形したり、破損したり、紛
失した部品がある。
取扱説明書で指示されている以外のいかなる改造も加えないで下さ
い。ピックの研ぎ方はアイスツールの取扱説明書をご覧下さい。たとえ
はっきりとしたダメージが無くとも摩耗が進んでいる時は使用を止めた
方が良い場合があります。製品が良い状態であることは大変重要です。
少しでも製品の信頼性に不安を感じる時は使用を止めて買い替えて下
さい。破棄するときは再利用されないように壊して下さい。

洗浄
冷水と中性石けんを使って洗って下さい。漂白剤や強い洗剤を使わな
いで下さい。洗った後はきれいな水で良くすすぎ、直射日光の当たらな
い場所で自然乾燥させて下さい。金属部品には錆を防ぐために潤滑剤
を軽く塗布して下さい。

保管と運搬
◆使用した後は完全に乾燥させ、ストーブなどの熱源から離れた乾燥し
た場所に保管して下さい。
◆バッテリー液、溶剤など腐食物質を近づけないで下さい。
◆縫製品はペットや小動物に囓られないようにして下さい。

中古品の購入
中古品は購入しないで下さい。製品を信頼して使うために、ユーザーは
使用履歴を常に把握しておく必要があります。

ブラックダイヤモンドクランポンはEN893(登山用クランポンの安全
基準と試験方法に関するヨーロッパ規格)に適合しています。

マーキングの意味
ブラックダイヤモンド：メーカー名
　　：ブラックダイヤモンドのロゴ
CE0082：このマークはヨーロッパ規格適合を表し、ブラックダイヤモ
ンド社の登山用ハーネスとその製品試験が、個人保護器具に関する指
令(89/686/EEC)の11A条項の要求を満たしていること示していま
す。認証機関はCete APAVE Sudeurope, BP193 13322 
Marseille Cedex 16, France(認証番号0082)またブラックダイヤ
モンド社ISO9001認証企業です。認証機関は
AFAQ-ASCERT International
116 avenue Aristide Briand, 92225 BAGNEUX France.
T ：製品がタイプT(急傾斜の氷を登るために設計されたアイスツール)
であることを示します。タイプTのピックは高い強度があり、タイプBよ
りも頑丈に作られています。
B ：製品がタイプB(タイプTではないアイスツール)であることを示しま
す。クライミング用に設計されたタイプBピックは、タイプTより耐久性
の面で劣ります。タイプBピックはクライミング性能を高めるため先端
部分を薄くしてありますが、硬い氷に使用すると高い確率で曲がったり
折れたりします。急傾斜の氷でタイプBピックを使用する場合には、常に
点検を怠らないで下さい。

1年間保証
ご購入いただいてから1年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の
欠陥が見つかった場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご
購入店にお持ち込みいただくか、輸入代理店に直接お送り下さい。製品
を無償にて新品交換いたします。無償交換をこの保証における責務の上
限とし、保証期間の満了とともに、その責務も終了するものとします。

保証の対象外
以下のケースは1年間保証の対象外となります。
・通常の損耗
・メーカーが認めている以外の部品を交換したり、製品に改造を加えた
ことによる損傷

・間違った使い方や手入れによる損傷
・事故、不注意、目的外の使い方をしたことによって生じた損傷

ブラックダイヤモンド日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒350-2213　埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6
TEL：049-271-7113(ユーザーサポート)

e-mail：info@lostarrow.co.jp、www.lostarrow.co.jp



Ice accessorIes 
MountIng & adjustMent InstructIons

tips for attaching leashes (Illustration 1)
1. It is best to position the buckle (SLIDER, LOCKDOWN, 
ANDROID) as high as possible against the head of the tool. 
That way the loop of webbing that goes through the head hole 
cannot flip up and over a hammer or adze.
2. Tighten the buckle under body weight.
3. Cut off the excess webbing at an angle, leaving at least a 76 
mm (3") tail and singe the trimmed end carefully to prevent 
fraying.
4. NOTE: Inspect all ANDROID Leashes' thumb lever assemblies 
before each use and make sure the thumb lever is parallel to 
the leash tab. This will ensure that the leash tab engages and 
disengages the stud correctly and minimizes the possibility of the 
leash disengaging inadvertently.
5. When not using an ANDROID Leash on your COBRA or VIPER 
ice tool, ensure that the hole is plugged with the bolt.
Picks (Illustration 3)
The Fusion, Laser and Titan Picks fit all of Black Diamond’s 
modular ice axes except the Venom ice axe, which requires a 
Venom Pick. The Titan Pick is Black Diamond’s most durable 
pick and is recommended for all-around use. The Laser Pick 
excels on steep ice and the Fusion Pick is intended for mixed 
climbing. Be aware that Type B picks intended for climbing steep 
terrain are less durable than Type T picks.
cobra/Viper Fang and strike (Illustrations 5 & 6)
Pre 2007 Viper Fang and Pre 2007 Viper strike (Illustrations 7 & 8) 
Attach these accessories as shown. Tighten the screws using 
hand tools only. Over tightening can damage the components. 
Ensure that all fasteners are tight before each use. Ensure 
STRIKE holes are plugged when STRIKE is not in place.

WARNING   All FANGS and STRIKES should be used only 
to support the hand. DO NOT clip into them or use them for any 
purpose other than to support your hand. The Pre 2007 VIPER 
FANG and Pre 2007 VIPER STRIKE should only be used with Pre 
2007 Viper ice axes. The COBRA/VIPER FANG and COBRA/VIPER 
STRIKE should only be used with 2007 and later COBRA and 
VIPER ice axes. Climbing without leashes increases your risk 
of falling and of dropping your ice axe. DO NOT climb without 
leashes when unroped or when the consequences of a fall could 
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U.S.A.:  Black diamond equipment, ltd. 
2084 East 3900 South

Salt Lake City, UT 84124 
Phone: (801) 278-5533, Fax: (801) 278-5544 

E-mail: climb@bdel.com  

Europe:  Black diamond equipment ag 
Christoph Merian Ring 7

4153 Reinach, Switzerland 
Phone: +41 61 564 33 33, Fax: +41 61 564 33 34 

E-mail: climb@blackdiamond.eu

Please contact us for a free catalog!
Demandez notre catalogue gratuit !
Bitte kontaktieren Sie uns für einen  

kostenlosen Katalog.

www.Blackdiamondequipment.com

 
MM5992_B

Black Diamond Equipment, Ltd. 2006

ice accessories
accessoires glace
eiszubehör

For ice climbing and mountaineering only. climbing 
and mountaineering are dangerous. understand and 
accept the risks involved before participating. You 
are responsible for your own actions and decisions. 
Before using this product, read and understand 
all instructions and warnings that accompany it 
and familiarize yourself with its capabilities and 
limitations. We recommend that every climber 
seek proper training in the use of the equipment.* 
Failure to read and follow these warnings can result 
in severe injury or death!
* A list of guides, guide services and  instructional programs may be obtained through 
local or national mountain guide associations. In the USA, contact the American 
Mountain Guide Association, (303) 271-0984 or www.amga.com.

WARNING 

InstructIons For use

be severe.
center bars (Illustration 9)

  Extra long center bars are available for boots larger than 
size 12 (46).

  Asymmetric center bars are available for boots with radically 
curved soles.

Flexible center bars are available for some crampon styles.
Not all center bars are compatible with all crampons. Check the 
chart for compatibility and availability of replacement parts. 
aBs (Illustration 10)
There are different anti-ball system kits for all Black Diamond 
crampons. Make sure you have the correct kit for your crampon 
before assembling.

InsPectIon and retIreMent
We recommend that you inspect your climbing gear before and 
after each use for signs of damage and wear. Inspect your ice 
axe pick often.
retire your leash immediately if:

The buckle is cracked or bent.
  The webbing has any kind of rip or hole, is burnt, singed or 
melted, has torn threads or heavy abrasion, or is faded from 
exposure to ultraviolet light. Minor fuzzing of the webbing is 
not a cause for concern.

The bar tacks are abraded or showing wear.
retire your ice axe pick or adze immediately if:

  It is bent, cracked or deformed in any way or has been in 
hard service for more than a few seasons.

  The pick tip is excessively worn due to hitting rocks or 
repeated sharpening.

  The pick cannot be filed back to its original pick angle and 
shape.

retire your Fangs or strikes immediately if:
  It is loose on the ice tool or the fasteners cannot be 
properly tightened.

  Any of the components are cracked, deformed, broken or 
missing.

retire your crampon center bar immediately if:
  It is cracked, deformed or broken.

retire your crampon aBs immediately if:
  Any of the components are torn, cracked, deformed, 
broken or missing.

do not modify your ice accessories except as shown in the 
instructions. Refer to your ice tool instructions for proper pick 
sharpening techniques. If a climbing component is worn but 
not obviously damaged it may still be ready for retirement. It is 
vitally important that your climbing equipment be sound. If you 
have any doubts about the dependability of a piece of gear, retire 
it and get a new one. Any time you retire a piece of gear destroy 
it to prevent future use.

cleanIng
Wash in cold water with a mild soap. Do not use bleach or harsh 
detergents. Rinse well in clean water. Hang to dry, out of direct 
sunlight. Steel parts may be lightly oiled to reduce rusting.

storage tIPs For all oF Your Ice accessorIes
 Store all of your climbing equipment in a clean and dry 
environment, out of direct sunlight.
 Do not store gear near heat sources, such as steam 
radiators or wood-burning stoves.
 Gear must not come into contact with corrosive materials 
like battery acid or solvents.
 Keep all leashes and sewn climbing equipment away from 
gnawing rodents and pets.

adoPtIon
We strongly discourage secondhand use. You must know the 
history of your equipment to be able to trust it.

Black Diamond Crampons conform to EN 893. Black Diamond 
Ice Tools conform to EN 13089.

MarKIngs
Black diamond: Name of the manufacturer.

 : Black Diamond’s logo.

 : This mark is the CE mark of conformity and indicates 
that Black Diamond and this product meet the requirements 
of the Personal Protective Equipment Directive (89/686/EEC), 
including type testing according to Article 10 by CETE APAVE 
SUDEUROPE, BP193, 13322, Marseille Cedex 16, France, notified 
body number 0082.
Black Diamond is an ISO 9001 certified company. Certification 
and monitoring of Black Diamond’s Quality Management 
System (QUAL/1998/10072) are performed by AFAQ-ASCERT 
International, 116 Avenue Aristide Briand, B.P. 83, F92225 
Bagneux Cedex, France, notified body number 0639.
Date code: As an example, the number 1094 may be stamped 
into the product and indicates that it was manufactured on the 
94th day of 2001.
PATENT NUMBER: Black Diamond ice tools are covered by the 
following U.S. patents: #5,768,727 #5,425,176 #5,996,235.
T

B

 : Indicates the ice tool and/or pick are certified as a Type T 
ice tool, “intended for climbing steep ice.” Type T picks must 
pass higher strength requirements and are more durable than 
Type B picks.T

B  : Indicates that the ice tool and/or pick are certified as a Type 
B ice tool, and are defined as “Ice tools other than technical 
ice tools.” Type B picks intended for climbing steep ice are less 
durable than Type T picks. They may have thinner cross sections 
to improve climbing performance, but they will also have a 
higher likelihood of bending or breaking during use. Inspect 
steep ice “Type B” picks frequently.

lIMIted WarrantY
We warrant for one year from purchase date and only to the 
original retail buyer (Buyer) that our products (Products) 
are free from defects in material and workmanship. If Buyer 
discovers a covered defect, Buyer should deliver the Product to 
us at the address set forth in this pamphlet. We will replace such 
Product free of charge. That is the extent of our liability under 
this Warranty and, upon the expiration of the applicable warranty 
period, all such liability shall terminate.
Warranty exclusions: 
We do not warrant Products against normal wear and tear, 
unauthorized modifications or alterations, improper use, 
improper maintenance, accident, misuse, negligence, damage, 
or if the Product is used for a purpose for which it was not 
designed. This Warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights which vary from state to state. Except 
as expressly stated in this Warranty, we shall not be liable for 
direct, indirect, incidental or other types of damages arising out 
of, or resulting from, the use of the Product. This Warranty is 
in lieu of all other warranties, express or implied, including, but 
not limited to, implied warranties of merchantability or fitness 
for a particular purpose (some states do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages or allow 
limitations on the duration of an implied warranty, so the above 
exclusions may not apply to you).
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Ice tools

accessorIes VIPer coBra
pre  2007  

VIPer
pre  2007 

coBra FusIon reactor VenoM raVen

cobra/Viper android ● ●

Pre 2007 Viper android ●

android ● ● ● ●

lockdown ● ● ● ● ● ● ● ●

slider ● ● ● ● ● ● ● ●

Fusion Pick ● ● ● ● ● ●

laser Pick  ● ● ● ● ● ●

titan Pick  ● ● ● ● ● ●

Venom tech Pick ●

Venom classic Pick ●

Micro hammer ● ● ● ● ● ●

Micro adze ● ● ● ● ● ●

standard hammer ● ● ● ● ● ●

standard adze ● ● ● ● ● ●

head Blank ● ● ● ● ● ●

cobra/Viper Fang ● ●

cobra/Viper strike ● ●

Pre 2007 Viper Fang ● ●

Pre 2007 Viper strike ● ●

Bolt and Wrench Kit ● ● ● ● ● ●

Venom Bolt and Wrench Kit ●

craMPons

accessory compatibility chart

A

B

C

D

E

  A— BD400658 Standard Center Bar

 B—BD400655 Long Center Bar  
 C—BD400657 Standard Flex Center Bar  
 D—BD400654 Long Flex Center Bar 

 E—BD400656 Asymetrical Center Bar

A B C D E

NO

OK

center Bars

A B C D E

 A—BD400056 ABS—Sabretooth/Serac 
 B—BD400055 ABS—Contact/Neve  
 C—BD400058 ABS—Cyborg

A

B

C

aBs

A

B

C

D

E

A B C D E

A—BD412090 Micro Hammer

B—BD412089 Micro Adze 
C—BD412091 Standard Hammer 
D—BD412092 Standard Adze 
E—BD412093 Head Blank

head attachMents

Bd412063 coBra/VIPer Fang Bd412067 coBra/VIPer strIKe

B
A

D

C

E

B

LO
C
TI
TE

C

≤60cm

D

≤75cm

E

≤90cm

 A—BD411138 Cobra/Viper Android 

 B—BD411137 Pre 2007 Viper Android

 C—BD411135 Android

 D—BD411145 Lockdown

 E—BD411141 Slider

 

B DCA E B DCA E

leashes1

A

Bd490101 Ice clIPPer2

T

B

B

B

A

B

C

D

E

T

B

A B C

 A—BD405019 Fusion Pick (Type T) 
 B—BD405017 Laser Pick (Type B) 
 C—BD405015 Titan Pick (Type T) 
 D—BD405024 Venom Tech Pick (Type B) 
 E—BD405022 Venom Classic Pick (Type B)

D E

PIcKs3

4

5 6

Bd412066 Pre 2007 VIPer strIKe8

9 10Bd412064 Pre 2007 VIPer Fang7

min. 3 in
(8 cm)

EDC

EDC

aBs—cYBorg (Bd400058) & cYBorg FrontPoInt (Bd400027)11

 A—BD400027 Cyborg Frontpoint  
 B—BD400058 ABS—Cyborg

B

A

saBretooth cYBorg contact serac neVe

aBs–cyborg ●

aBs–sabretooth/serac ● ●

aBs–contact/neve ● ●

long Flex center Bars ● ● ● ●

standard Flex center Bars ● ● ● ●

long center Bars ● ● ● ● ●

standard center Bars ● ● ● ● ●

asymmetrical center Bars ● ● ● ● ●

cyborg Frontpoint ●

To convert ABS—Cyborg (BD400058) and Cyborg Frontpoint (BD400027) for use as monopoint (left foot shown).
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