
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
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(EN) Sit harness
(FR) Harnais cuissard
(DE) Sitzgurt
(IT) Imbracatura bassa
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チェスター C64

ナバホ ミニボス C91
ナバホ バリオベルト  C92
ナバホ バリオ C79
ナバホ バリオファスト C79F
ファルコン C38

A

(EN) Fall-arrest system
(FR) Système d’arrêt des chutes
(DE) Auffangsystems

(アブソービカ Y MGO /
アサップ + ロープ...)

(JP) フォールアレストシステム

0197
EN 12277 type D

ナバホ ミニボス C91 + チェスター C64
ナバホ バリオベルト  C92 + チェスター C64
ナバホ バリオ C79 + チェスター C64
ナバホ バリオファスト C79F + チェスター C64
ファルコン C38  + チェスター C64

EN 361

600 g

cm
最大

Inch

140

55

XS       XXL

PRICE

CHESTER  C64

CE 適合評価試験公認機関
APAVE SUD EUROPE   (n°0082) BP 193, 13322 Marseille Cedex 16

照査
製造日

個別番号

認識番号

CHESTER
  C64

Size
Series N°

EN 361
EN 12277 type D

0197

フォールアレスト アタッチメントポイント EN 361

ISO 9001
PETZL / F 38920 Crolles
www.petzl.com

Copyright Petzl
Printed in Japan
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この個人保護用具の
製造を監査する
公認機関の ID 番号

0197
製造年

チェスター C64チェスター
取扱説明書

(JP) シットハーネスと組み合わせて使用する チェストハーネス
(EN) Chest harness only to be used with a sit-harness
(FR) Harnais torse à utiliser avec un harnais cuissard 
uniquement
(DE) Brustgurt, nur mit einem Sitzgurt zu verwenden
(IT) Imbracatura alta da usare solamente con una 
imbracatura bassa

各部の名称

静荷重破断強度

1. 装着方法

Made in France
３年保証

2. 胸部フォールアレストアタッチメントポイントの使用方法

フォールアレストハーネス
として使用：フォールアレ
ストシステムと組み合わせ
ます

閉じる / 開く

締める

緩める



取扱説明

シットハーネスと組み合わせて使用する
チェストハーネス
警告
この製品を必要とするような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説明や指導
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危険性があります。

警告 : 使用前に適切なトレーニングが必要です
ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際に
速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。このため、ユーザーは必要となるレスキュー技
術を習得しておく必要があります。

各部の名称
(1) 胸部アタッチメントポイント
(2) ダブルバック調節バックル
(3) シットハーネス腹部アタッチメントポイントへの
連結用ストラップ

(4) ショルダーストラップ
(5) ウェビングリテイナー

点検するポイント
使用前の注意点 : 
毎回、使用前に、ウェビングのアタッチメントポイン
トと各調節バックルに接する箇所、および縫製部分の
状態を点検してください。ウェビングに切れ目がない
か、使用や、熱もしくは化学製品との接触などによる
磨耗や損傷がないかを確認してください。
特に糸の切れ目には注意をしてください。
バックルが正しく機能するかを確認して下さい。
PPE( 個人保護用具 ) の製品別の詳しい点検方法につ
いては、ウェブサイト (www.petzl.com/ppe)または
ペツルの CD-ROM(PPE CD-ROM) を参照ください。
もしこの製品の状態に関して疑問点があれば、
㈱アルテリア (TEL04-2969-1717) にご相談ください。

使用中の注意点：
製品の状態および他の用具との連結部を常に確認し
てください。システムを構成する各用具が正しくセット
されていることを確認してください。

適合性
ハーネスが、フォールアレストおよびワークポジショ
ニングを構成するほかの用具と適合していることを確
認してください。
この製品と併用する各用具の取扱説明書もよく読み、
理解してください。
警告 : ハーネスのアタッチメントポイントは、カラビナ
のゲートを開けてしまうレバーになりかねません。カ
ラビナの位置が不適切な状態でロッキングシステムに
衝撃や外部からの圧力がかかると、ロッキングスリー
ブが壊れ、ゲートが開いてしまう危険性があります。
これらの危険を回避するため、ランヤードや下降器等
に荷重をかける前に、コネクターが正しい位置にある
ことを確認してください。
コネクターの形やサイズ等が、ハーネスのアタッチメ
ントポイントに適していることを確認してください。

使用方法
チェストハーネス『チェスター』は、『ナバホミニボス』
『ナバホバリオ』『ナバホバリオベルト』『ファルコン』
と組み合わせ、胸部にフォールアレストのアタッチメン
トポイントが付いた EN 361基準に準じるフルボディー
ハーネスとして使用します。『チェスター』はフォール
アレストシステムを構成する用具のひとつです。

この製品を単体で使用することはできません。

図１. 装着方法
ストラップ (3) をハーネスの腹部アタッチメントポイン
ト基部のバーに通し、折り返して胸部中央のダブル
バック調節バックルで締めます。調節バックルで胸周
りを調節し、全体的にしっかりとフィットするようにし
ます。

図２. 胸部フォールアレストアタッチメントポ
イントの使用方法
墜落した際に、途中で障害物にあたることを回避する
ため、ユーザーの下に十分なクリアランス ( 障害物の
ない空間 )があることを確認してください。

警告
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。
『チェスター』が、表面のざらざらした箇所や鋭くとがっ
た箇所と接触しないようにしてください。

一般注意事項

重要な注意事項： 使用前に適切なトレーニング
が必要です
使用前にこの説明書をよく読み、製品の正しい使用
方法と使用範囲に関する使用説明書や注意事項は全
て保管するようにして下さい。
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
ですので、疑問点や不明な点は ㈱アルテリア（TEL：
04-2969-1717）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。
適切な技術及び確保技術を用いた上で十分にトレー
ニングを積み、ユーザー各自で責任を持つようにして
ください。
この製品の使用中、あるいは誤った使用方法から生
ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してはユーザー各
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。
PPE（個人保護用具）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システムの用具と併用できるか
確認し、製品の詳しい説明をお読み下さい。
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。

大きな墜落及び衝撃
大きな墜落や衝撃 （製品落下や製品に衝撃がかかる
こと）を受けた後にこの製品を継続して使用しないで
下さい。
外側からは目に見えなくても、変形によって機能の一
部が損なわれたり、内側に損傷が起こっている場合
があり、強度の低下につながります。
不明な点は ㈱アルテリア（TEL：04-2969-1717）にご
連絡下さい。

安全確認
製品の強度や、機能を制限する磨耗が見受けられた
時は、すぐにその商品を処分して下さい。
安全を守るため、以下のような３段階の確認を行うこ
とをお薦めします。
- 使用の前後に製品の状態を点検する
- 使用中、製品の状態及びシステムに含まれる他の用
具との連結部に常に注意を払う
- 更に、専門家による綿密な点検を行う（３ヶ月ごと）
より安全性を追求し、お手持ちの用具をよりよく管理
するためには、製品ごとに点検記録をとることをお勧
めします。
また、各 PPE ユーザーはそれぞれ個人で用具を所有
することが望ましいです。

ペツル製品の耐用年数は、新しい技術の発達及
び他の製品との併用を考慮して10年間です
使用年数は、使用の際に製品にかかった強度及び使
用頻度、使用された環境により異なります。
1. 極めて異例な環境においては1回の使用で磨耗や
損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があり
ます

2. 次のような物質が含まれる特定の環境では著しく
磨耗します： 塩分、砂、雪、氷、湿気、化学品（こ
の限りではありません）

3. スリング、ランヤード及びエネルギーアブソーバー
は、表面のざらざらした箇所や鋭くとがった箇所と
接触することが多く、磨耗しやすい為、耐用年数
は使用頻度が高い場合で平均６ヶ月、標準的利用
で 12ヶ月、使用頻度が低い場合で最大10 年です。
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(JP) 保管方法

(JP) 有害物質

(JP) 気温
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最高
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製品名 : 

  

(JP) 欠陥など注意事項 / メモ : 

OK(JP) 日付 (JP) 点検内容

 ペツル 製品チェックフォーム：

(JP) 初回使用日 :

(JP) 購入日 :

(JP) 製造年 :

(JP) ロットナンバー :

(JP) ユーザー名 : 

これらの製品の綿密な点検を３ヶ月ごとに行うことを
お勧めします。
点検して問題がなければ、その時点から３ヶ月使用が
可能です。

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、通常の磨耗、酸化、改造や改変、正しくな
い保管方法、保守整備の不足、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では、保証の
対象外とします。

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。


