
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
- この製品の機能と限界について理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な説明や指導
- を受けてください

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

91 g

56 cm

30 mmø 13 mm

プロテック C45プロテック
取扱説明書
3 年保証

(JP) 固定ロープ用プロテクター
(EN) Fixed rope protector
(FR) Protection de corde fi xe
(DE) Fixierter Seilschutz
(IT) Protezione per corda fi ssa

PRICE

Made in Romania

(JP) シングルまたはダブルロープ用
(EN) Single or double rope
(FR) Corde simple ou double
(DE) Einfach- oder Doppelseil
(IT) Corda singola o doppia

(JP) 安全 = 点検
毎回、使用前にロープとプロテクターの状態を
確認してください
(EN) Safety = checking
Check regularly before each use the condition of the rope 
protector and of the rope inside it.
(FR) Sécurité = vérifi cation
Vérifi er régulièrement avant chaque utilisation l’état de la 
protection et l’état de la corde à l’intérieur.
(DE) Sicherheit = Kontrolle
Vor jedem Gebrauch muß der Zustand des Seilschutzes und 
des Seils überprüft werden.
(IT) Sicurezza = verifi ca
Verifi care regolarmente prima di ogni utilizzo lo stato 
della protezione e lo stato della corda all’interno.

一般注意事項

警告 : 使用前に適切なトレー
ニングが必要です
この説明書をよく読み、製品の
正しい使用方法や用途について
の情報は大切に保管してくださ
い。
図で示された、×印がついてい
ない技術だけが認められていま
す。 その他の使用方法は認め
られていません : 命にかかわる
危険があります。 
間違った使用方法及び禁止行為
の事例もいくつか明記しました
（×印や、ドクロマークで示され
たもの）。 他にも多くの誤った
使用方法が存在しますが、それ
ら全てを推測、仮定し、ここに
明記することは不可能です。
疑問点や不明な点は ㈱アルテリ
ア（TEL04-2969-1717）にご相
談ください。
高所での活動は危険を伴い、場
合によっては重大な傷害を引き
起こし、死に至ることもありま
す。ユーザーは各自の責任で、
安全確保のための適切な方法お
よび技術を習得する必要があり
ます。
ペツル製品の誤った方法での使
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
しないで下さい。

使用について
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
使用して下さい。個人保護用具
(PPE) はダイナミックロープやエ
ネルギーアブソーバー等のエネ
ルギー吸収システムと併用しな
ければ使用できません。 この製
品がお手持ちの用具と併用でき
ることを確認してください (製品
の詳しい説明を読んで下さい )。
この製品を長く使用するために
は、使用中及び持ち運ぶ際に注
意が必要です。 衝撃を受けたり、
表面のざらざらした箇所や鋭く
とがった箇所と摩擦しないよう
にして下さい。
この製品を使用中に、レスキュー
を必要とするような事態が起こ
ることを想定し、それに備える
のは、ユーザー各自の責任とな
ります。

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
注意 : 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、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
な点検を少なくとも12ヶ月ごと
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。

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、
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。
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。

(JP) クリップでロープに取り付
けます。
警告：このクリップはコネク
ターではありません
(EN) Attachment to the rope 
with the clip.
Warning - this clip is not a 
connector.
(FR) Fixation sur la corde 
avec la pince.
Attention cette pince n’est 
pas un connecteur.
(DE) Befestigung am Seil mit 
der Klammer.
Warnung - diese Klammer 
ist kein Verbindungselement.
(IT) Bloccaggio sulla 
corda con la pinzetta.
Attenzione : questa 
pinzetta non è un 
connettore.


