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Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l’examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l’esame CE del tipo

0197

Body controlling the 
manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant 
la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung 
dieses PSA kontrolliert
Organismo che controlla 
la fabbricazione di questo DPI

照査

認識番号

製造日

製造年 

Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

Year of manufacture 
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione

ロープ (コア + シース) ø 8-13 mm
ローストレッチ (EN 1891) またはダイナミック (EN 892)

5 kN 4,2       6,5 kN

12 kN

1

3

2

4

CE 適合評価試験公認機関

この個人保護用具の製造を
監査する公認機関の ID 番号

個別番号

ダイナミックロープ ローストレッチロープ

8

9

10,5

12,5

4,2 kN

5,4 kN

6 kN

4,5 kN

5,4 kN

6 kN

6,5 kN

Static request
Sollicitation statique
Statische Belastung

Safety, risk limited to damage to the rope sheath.
Sécurité, risque limité au déchirement de la gaine 
extérieure de la corde.
Sicherheit, die Gefahr ist auf ein Zerreißen des 
Seilmantels begrenzt

.

        Danger, Risk of rope breaking
        Danger, Risque de rupture de corde
        Gefahr für Seilriß

Safety, no rupture of the sheath
Sécurité, pas de rupture de la gaine
Sicherheit : kein Seilmantelbruch

Results obtained from tests made on BEAL ropes and cords complying  
to European standards (EN 1891, EN 892, EN 564).
Valeurs constatées lors de tests réalisés sur des cordes et cordelettes 
BEAL certifiées aux normes européennes en vigueur
(EN 1891, EN 892, EN 564).
Testwerte, gemessen an EN 1891, EN 892, EN 564 zertifizierten Seilen  
und Hilfsseilen von BEAL

以上の結果は、ヨーロッパ基準 (EN 1891, EN 892, EN 564) をクリアした
べアール製のロープを使用したものです。

安全ではありますが、外皮がダメージを受けます。

        危険：ロープが破断する可能性があります。

安全：外皮にも異常ありません。

The safety catch prevents 
involuntary opening of the cam.

セーフティキャッチが、思いがけない
カムの開放を防ぎます。

Le taquet de sécurité empêche 
l'ouverture involontaire de la gâchette.
Der Sicherheitshebel verhindert das 
ungewollte Öffnen des Schnappers.
Il blocco di sicurezza impedisce 
l'apertura involontaria del fermacorda.

Load figures
Efforts mesurés
Testwerte

ダイナミックロープ ローストレッチロープ

8

9 

10,5

12,5

4,2 kN

4,6 kN

4,7 kN

4,5 kN

5,1 kN

5,4 kN

6,5 kN

8

9

10,5

12,5

2,9 kN

3,3 kN

3,3 kN

4,2 kN

4,4 kN

5,2 kN

5,5 kN

Low stretch rope
Corde statique
Statisches Seil

Dynamic rope
Corde dynamique
Dynamisches Seil

Fall factor 0,5 : rope length 2 m, fall 1 m, mass 80 kg
Chute facteur 0,5 : 2 m de corde, 1 m de chute, masse de 80 kg
Sturzfaktor 0,5 : Seillänge 2 m, Sturzhöhe 1 m, Masse 80 kg

Fall factor 1 : rope length 2 m, fall 2 m, mass 80 kg
Chute facteur 1 : 2 m de corde, 2 m de chute, masse de 80 kg
Sturzfaktor 1 : Seillänge 2 m, Sturzhöhe 2 m, Masse 80 kg

mm

荷重テスト

ローストレッチロープダイナミックロープ

落下率 0.5 : ロープの長さ 2 m, 落下 1 m, 重量 80 kg

落下率 1 : ロープの長さ 2 m, 落下 2 m, 重量 80 kg

静荷重テスト

クロールクロール
(JP) チェスト アッセンダー
(EN) Chest ascender 
(FR) Bloqueur ventral
(DE) Brust Seilklemme
(IT) Bloccante ventrale

この説明書をよく読んで
ご使用ください

３年保証

B16

この製品を使用する高所作業には危険が伴います。 
作業中の行為、判断についてはユーザー各自がその
責任を負うこととします。
この製品は、高所作業に伴う危険について理解し、承知の上で
使用してください。
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
- この製品の機能とその限界について理解してください
また、この製品を正しく使用するための適切な説明や指導を受
けることを勧めます。

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

2. 構造物等の足場がなく、 
ロープのみで登高する場合

各部の名称

1. セット方法

3. 直接ロープを登らずに、建造物等を使い登高する場合 4. 下降



(JP) 製品名:

(JP) ロットナンバー :

(JP) 製造年 :

(JP) 購入日 :

(JP) 初回使用日 :

(JP) ユーザー名 :

(JP) メモ :

(JP) 3ヶ月毎に点検してください
(JP) 日付 (JP) 点検内容OK

H2OH2O

H2O

H2O

最高 30℃

(JP) 洗浄

(JP) メンテナンス

(JP) 乾燥

VERTEX

+ 50°C

- 30°C

+ 35°C

- 20°C

+ 80°C

- 40°C

+ 80°C

- 40°C

PETZL

(JP) 保管方法

(JP) 有害物質

(JP) 気温

METEOR

最高
30℃

関連するヨーロッパ基準について

EN 12841 2006 規格についての補足事項

『クロール』 
タイプ B ロープアジャストメントデバイス

用途について
EN 12841 2006 に適合した『クロール』はタイプ B のロー
プアジャストメントデバイスで、作業ロープの登高に使
用します。
注意： 『クロール』は、必ずバックアップロープにセット
したモバイルフォールアレスター『アサップ』等のバック
アップ器具と併用してください。 
ロープクランプ『クロール』は、EN 363 に準じたフォー
ルアレストシステムでの使用には適していません。

適合性
EN 12841 2006 type A の要求事項を満たすためには、
EN 1891 type A に適合した直径 10 ～ 13mm のセミス
タティックロープを使用しなければなりません。( 認証
テストではベアール『Antipodes 10 mm』、エーデルワ
イス『Rescue 13 mm』が使用されました ) 
EN 12841の要求事項を満たすためには、器具 + コネクター 
+ ランヤードの長さが 1 m を超えないようにしてください。 
ロープクランプと併用する器具 ( アンカー、ロッキングコネ
クター、アブソーバー等 ) は全て EN 規格に適合していな
ければなりません。

EN 12841
墜落の危険を制限するため、ロープ ( 器具と吊り元の間 )
はたるませず、常にテンションがかかった状態を保つ必
用があります。 
バックアップロープを、ワークポジショニングのために
使用しないでください。 
衝撃荷重によってロープはダメージを受けます。 
最大許容荷重：100 kg

EN 365
支点：高所作業
システム用の支点はユーザーの体より上にとるようにし
てください。支点は、最低でも10 kN の破断強度を持ち、
EN 795 基準を満たしていなければなりません。

トレーサビリティとマーキング
製品に記載されたマーキングが、使用期間中識別でき
る状態にあるよう注意してください。

その他
- 警告、危険： 製品がざらざらした箇所や尖った箇所で

こすれないように注意してください
- 警告： 複数の器具を同時に使用する場合、1 つの器具

の安全性が、別の器具の使用によって損なわれること
があります。

取扱説明

チェストアッセンダー
製品に表示された破断強度以上の荷重をかける使用
や、本来の用途以外での使用は絶対に避けてください。
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(TEL04-2969-1717)
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、重度の障
害や死につながる場合があります。

責任
警告： 使用前に適切なトレーニングが必要です
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技術及び確保技術を習
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。

各部の名称
(1) 上部ホール  
(2) カム  
(3) セーフティキャッチ  
(4) 下部ホール

点検のポイント
毎回、使用前に、本体、アタッチメントホール、カム及
びセーフティキャッチに亀裂、傷、変形、磨耗、腐食
等がないことを確認し、カムのスプリングと軸の状態を
点検してください。 
カムの歯が磨り減っていないことを確認してください。
警告： カムの歯が欠けている場合は使用しないでくだ
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/ppe）もしくは
PETZL PPE CD-ROM を参照ください。 
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：04-2969-1717）にご相談ください。

使用方法

図１. 装着方法
下部ホールを使ってハーネスに装着してください（半円
形のマイロンまたはロック式カラビナを使用）。上部ホー
ルでチェストハーネスに取り付け、器具が胸部中央で縦
向きに位置するようにしてください（図参照）。

ロープの取り付け方法（図参照）
- カムを開くには、セーフティキャッチを親指と人差し

指でつかみ、カムから離しながら引いて、右側の本体
部分にひっかけます。これでカムは開いた状態で留ま
ります。

- ロープを挿入します。
- カムのロックを外し、ロープにかませます。
ロープを外す方法
ロープ上を上方向にスライドさせ、同時にキャッチを使っ
てカムを開いてください。

ロープの直径
このチェストアッセンダーは直径が８～ 13 mm の UIAA
と EN 基準を満たしたロープで使用できます。墜落の危
険がある場合は、安全のため直径 10 mm 以上のロー
プを使用してください。

図２. 構造物等の足場がなく、ロープのみで登
高する場合
ロープによる衝撃吸収：
墜落の衝撃を吸収するのはロープであるということを忘
れないでください。支点に近づくほど、衝撃の吸収率
はゼロに近くなります。

図３. 直接ロープを登らずに、建造物等を使い
登高する場合

図４. 下降
安全事項
カムの動きを妨げるようなものが器具に入らないように
してください（小石、小枝等）。セーフティキャッチが服
やウェビングに引っかからないように気をつけてくださ
い。

一般注意事項

耐用年数
ペツル製品の耐用年数は以下の通りです : 
プラスチック製品、繊維製品は最長で製造日から 10 年。
金属製品には特に設けていません。 
ただし、下に記された「廃棄基準」の内一つ以上に該
当する場合や、技術や基準の進歩を反映した新しい器
具との併用に適さないと判断される場合は直ちに廃棄
してください。 
実際の耐用年数は様々な要因によって決まります。 
例： 製品を使用する環境、使用の頻度、状況、ユーザー
の能力、保存やメンテナンスの状況等
警告： 以下にあげるような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： 化学薬品との接触、鋭利な角との
接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、大きな墜落
や過荷重等

製品に損傷や劣化がないか定期的に点検して
ください
安全のため、使用前、使用中の点検に加え、専門家に
よる綿密な点検を定期的に行う必要があります。綿密
な点検は少なくとも 12 ヶ月ごとに行う必要があります
が、 必要な頻度は、使用の頻度と程度、目的により異
なります。また、各 PPE ユーザーが用具の使用履歴を
把握できるようにするため、各ユーザーが専用の用具を
持ち、未使用の状態から管理することをお勧めします。 
用具をよりよく管理するため、製品ごとに点検記録をと
ることをお勧めします。 
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、識別番号、
製造年、購入日、初めて使用した時の日付、ユーザー名、
その他の関連情報 ( 例：メンテナンス、使用頻度、定
期点検の履歴、点検日、コメント、点検者の名前と署名、
次回点検予定日 )
詳しい点検記録の見本は www.petzl.com/ppe を参照
ください。

廃棄基準
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：
- 使用前、使用中の点検、または定期点検において使

用不可と判断された
- 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
- 完全な使用履歴が分からない
- 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
- 製品の状態に疑問がある
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。

新しい技術および器具の発達
製品が、システムの中での使用に適さないと判断され、
実際の耐用期間が過ぎる前に廃棄される場合の理由は
様々です。例： 関連する基準、規格、法律の変更、新
しい技術の発達、他の器具との併用に適しない等

改造と修理
ペツルによって認められた場合を除き、製品の改造お
よび修理を禁じます。製品の機能を損ねる危険性があ
ります。

注意
- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態

にあることが必要です。警告：動きの取れない状態の
まま吊り下げられると、ハーネスを着用していても重
度の傷害や死に至る危険性があります。

- ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にす
みやかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必
要となる装備をあらかじめ用意しておく必要がありま
す。適切なレスキュー技術を身につけておく必要があ
ります。

- 製品に記載されたマーキングが、使用期間中識別でき
る状態にあるよう注意してください。

- この製品を使用する作業方法が、地域の行政機関が
定める規則や基準に適合していることを確認してくだ
さい。

- 併用するすべての用具の取扱説明書もよく読み、理解
してください。

- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かな
ければなりません。この製品を販売する場合、販売
者はその国の言語に訳された取扱説明書を添付しな
ければなりません。

保証
この製品には、原材料及び製造過程における欠陥に対
し 3 年間の保証期間が設けられています。 
ただし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、正しくない保管
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 
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。

マーキング： 

EN 12841 : 2006 

10 - 13 mm
最大許容荷重 100 kg

B

CE 0197  EN 12841

作業ロープバックアップロープ

タイプ A  ロープ
アジャストメント
デバイス

 

 

墜落からの保護を目的
とした個人保護用具
- ロープアクセスシステム -
ロープアジャストメント
デバイス

 
作業ロープ用
アッセンダー

 

APAVE SUD Europe 
BP 193, 13322 
Marseille Cedex 16
N°0082

Notified body intervening for the CE 
type examination
Organisme notifié intervenant pour 
l’examen CE de type 
Zertifizierungsorganisation für die 
CE-Typenüberprüfung
Ente riconosciuto che interviene per 
l’esame CE del tipo  

CE 適合評価試験公認機関

タイプ B  ロープ
アジャストメント
デバイス
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