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

0197

Notified body intervening for the CE type 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

この個人保護用具の製造を
監査する公認機関の ID 番号

CE 適合評価試験公認機関

製造日

製造年

個別番号

00 000 AA 0000

照査

Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

Year of manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione

Individual number
Numéro individuel
Individuelle Nummer
Numero individale

認識番号

TÜV Rheinland Product Safety 
GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 KÖLN
N° d'identification: 0197

APAVE SUD EUROPE (n°0082) BP 193, 13322 Marseille Cedex 16 
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ウィスチチウィスチチ
(JP) 小型フルボディクライミングハーネス 

（タイプ B、体重制限：最大 30 kg）
(EN) Small size full body climbing harness 
(Type B, maximum weight : 30 kg)
(FR) Harnais complet de petite taille pour l'escalade 
(Type B, poids maximum : 30 kg)
(DE) Komplettklettergurt für kleine Personen 
(Typ B, maximales Gewicht : 30 kg)
(IT) Imbracatura completa di piccola taglia per 
arrampicata(Tipo B, peso massimo : 30 kg)

対象年齢 4 ～ 9 歳

この説明書をよく読んで
ご使用ください

３年保証

C68

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

1. サイズの調節

閉 / 開 締める

緩める

2. タイイン
2A. 推奨する方法

3. テクニック
3A. ビレイ

特許取得済

2B.トップロープ、氷河歩行

3B. 懸垂下降



取扱説明

小型フルボディクライミングハーネス 
（タイプ B、体重制限：最大 30 kg） 

 
対象年齢 4 ～ 9 歳

点検のポイント

毎回、使用前に、ウェビング、タイインポイ
ントの縫製されたループ、調節バックル、主
要な縫製部分の状態を点検して下さい。 使用
によるダメージ、切れ目、磨耗がないことを
確認して下さい。（縫い糸が切れていないこと
を確認して下さい） バックルが正常に機能す
ることを確認して下さい。

使用方法
この製品は、EN892 規格に適合したダイナ
ミックロープと併用するようにデザインされ
ています。 墜落の危険がある場面で、衝撃吸
収性能が低いセミスタティックロープやテー
プスリング等を使用する場合は、衝撃荷重を
低く抑えるためにエネルギーアブソーバーを
使用する必要があります。 
この製品は子供用ハーネスです。使用方法を
熟知していて責任能力のある大人の目の届く
範囲で、直接指導を受けられる場合にのみ使
用できます。

図 1. 調節

ハーネスを装着した状態で動いたり、アタッ
チメントポイントから吊り下がり、ハーネス
が正しくフィットし、使用目的に見合う快適
性が得られることを確認する必要があります。

図 2. タイイン

2A. 推奨する方法

2B. ２枚のカラビナを使ってタイインポイン
トにすることができます。例：トップロープ
でのクライミング、氷河歩行

図 3. テクニック

3A. ビレイ

3B. 懸垂下降

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

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、他の用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。

www.alteria.co.jp
www.petzl.com/ppe

ペツル製品チェックフォーム：

最高
30℃

最高 30℃

気温

保管方法

気温

乾燥

有害物質

製品名 :

ロットナンバー :

製造年 :

購入日 :

初回使用日 :

ユーザー 名 :

欠陥など注意事項 / メモ :

日付 点検内容

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。


