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Production date
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Individual number
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製造日
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フリーサイズ

Body controlling the 
manufacturing of this PPE
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fabrication de cet EPI
Organisation, die die Herstellung 
dieser PSA kontrolliert
Organismo che controlla la 
fabbricazione di questo DP

この個人保護用具の製造を
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エクランロック
(JP) クライミング用ヘルメット
(EN) Climbing helmet
(FR) Casque d’escalade
(DE) Helm für Klettern
(IT) Casco da arrampicata

３年保証

A01

この製品を使用する高所での活動には危険が伴いま
す。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその
責任を負うこととします。
使用する前に必ず： 
- 取扱説明書をよく読み、理解してください 
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください 
- この製品の機能とその限界について理解してください 
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視する
と、重度の傷害や死につながる場合が
あります。

警告

ヨーロッパ規格

A01154

厚手のフォーム

オプション 

ボウション A01870

EN 12492
EN 1078
EN 1385

A01 1106

A01153

薄手のフォーム



H2OH2O

最高
30℃

乾燥

保管方法

気温

PETZL

有害物質

洗浄 

+ 35°C

- 20°C

+ 95°F

- 4°F
ELIOS METEOR III

ECRIN VERTEX

+ 50°C

- 30°C

+ 122°F

- 22°F

日付 点検内容OK

欠陥など注意事項 / メモ：

定期点検の次回予定日 :

詳しい点検記録の見本はウェブサイトを
ご参照ください。

ペツル 製品チェックフォーム 

製造年 ：

購入日：

初回使用日：

ロットナンバー :

ユーザー 名：

製品名：

www.petzl.com/ppe
www.petzl.fr/epi

取扱説明

エクラン ロック
クライミング用ヘルメット 

図に示された使用方法の中で、×印やドクロ
マークが付いていないものだけが認められ
ています。最新の取扱説明書はウェブサイ
ト（www.alteria.co.jp）で参照できますので、
定期的に確認してください。
疑 問 点 や 不 明 な 点 は ( 株 ) ア ル テ リ ア

（TEL04-2968-3733）にご相談ください。

警告
この製品を使用する高所での活動には危険
が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判
断についてその責任を負うこととします。
使用する前に必ず：
- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指

導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解し

てください
- 高所での活動に伴う危険について理解して

ください
これらの注意事項を無視または軽視すると、
重度の傷害や死につながる場合があります。

責任
この製品は使用方法を熟知していて責任能
力のある人、あるいはそれらの人から目の
届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使
用してください。
ユーザーは各自の責任で適切な安全確保の
技術を習得する必要があります。
誤った方法での使用中及び使用後に生ずる
いかなる損害、傷害、死亡に関してもユー
ザー各自がそのリスクと責任を負うことと
します。
各自で責任がとれない場合や、その立場にな
い場合はこの製品を使用しないでください。

重要事項
高所でのアクティビティは、落下物等により
頭部に重大な損傷を負う危険を伴います。ヘ
ルメットを着用することでこのリスクを大
きく減らすことができます。ヘルメットの着
用を強くお勧めします。このヘルメットは、
大きな荷重が加わった時に変形（場合によっ
ては破壊点に達するまで）することにより、
衝撃を最大限吸収する役割を果たします。

点検のポイント
毎回、使用前に、シェルの状態（ひび割れ
や損傷等がないこと）、ヘッドバンドとシェ
ルの接続状態、ストラップとバックルが正
しく機能すること、ヘッドバンドの調節機
能の状態を確認してください。
警告：大きな衝撃を受けた後は、目視では
確認できない内部に生じた損傷により、ヘ
ルメットの保護機能が低下する場合があり
ます。大きな衝撃を受けた後は、製品を廃
棄してください。各 PPE（個人保護用具）の
点検方法の詳細についてはペツルのウェブ
サイト（www.petzl.com）または Petzl PPE 
CDROM をご参照ください。
もしこの器具の状態に関する疑問があれば、
( 株 ) ア ル テ リ ア（TEL：04-2968-3733） に
ご相談ください。

使用方法

調節
右側のダイヤルでヘッドバンドを調節し、左
側のダイヤルで首の後ろのストラップを調
節します。あご紐には調節バックルが付い
ており、着用している時でもしていない時
でも調節できます。

注意
高温にさらされることがないようにしてく
ださい。（直射日光があたる状態で車内に放
置する等）

改造
ペツルの認めない改造を行った場合、製品の
保護機能（強度や電気絶縁性等）を損なう
危険があります。ステッカー、ペイント等は、
内部に含まれる物質によりヘルメットに損
傷を与える危険があるので使用しないでく
ださい。

一般注意事項

耐用年数 / 廃棄基準
ペツルのプラスチック製品及び繊維製品の
耐用年数は、製造日から数えて最長 10 年で
す。金属製品には特に設けていません。
注意：極めて異例な状況においては、1 回の
使用で損傷が生じ、その後使用不可能にな
る場合があります（劣悪な使用環境、鋭利
な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や
保管、化学薬品との接触等）。
以下のいずれかに該当する製品は以後使用
しないでください：
- プラスチック製品または繊維製品で、製造

日から 10 年以上経過した
- 大きな墜落を止めた場合や、非常に大きな

荷重がかかった
- 点検において使用不可と判断された。製品

の状態に疑問がある
- 完全な使用履歴が分からない
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の

発達、また新しい製品との併用に適さない
等の理由で、使用には適さないと判断され
た

使用しなくなった製品は、以後使用される
ことを避けるため廃棄してください。

製品の点検
毎回の使用前の点検に加え、定期的に PPE
に関する十分な知識を持つ人物による綿密
な点検を行う必要があります。綿密な点検
を行う頻度は、使用の頻度と程度、目的に
より異なります。また、法令による規定が
ある場合はそれに従わなければなりません。
ペツルは、少なくとも 12 ヶ月ごとに綿密な
点検を行うことをお勧めします。
トレーサビリティ（追跡可能性）を維持す
るため、製品に付いているタグを切り取っ
たり、マーキングを消したりしないでくだ
さい。
点検記録に含める内容： 用具の種類、モデル、
製造者または販売元の名前と連絡先、製造番
号、認識番号、製造日、購入日、初めて使用
した時の日付、次回点検予定日、注意点、コ
メント、点検者及びユーザーの名前と署名。
点検記録の見本は www.petzl.fr/ppe または
Petzl PPE CD-ROM でご覧いただけます。

持ち運びと保管
紫外線、化学薬品、高 / 低温等を避け、湿気
の少ない場所で保管してください。必要に
応じて洗浄し、直射日光を避けて乾燥させ
てください。

改造と修理
ペツルの施設外での製品の改造および修理
を禁じます（パーツ交換は除く）。

3 年保証
原材料及び製造過程における全ての欠陥に
対して適用されます。以下の場合は保証の対
象外とします：通常の磨耗や傷、酸化、改
造や改変、不適切な保管方法、メンテナン
スの不足、事故または過失による損傷、不
適切または誤った使用方法による故障。

責任
ペツル及びペツル総輸入販売元である株式
会社アルテリアは、製品の使用から生じた
直接的、間接的、偶発的結果またはその他
のいかなる損害に対し、一切の責任を負い
かねます。

エクランロック


