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３年保証

パッド ファスト

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。

C89F

1. 装着方法 NEWTON C73
NEWTON FAST C73F

C1B1A1

各部の名称

破断強度

15 kN15 kN

1 2 4 3

(EN) Tightening
(FR) Serrage
(DE) Spannen
(IT) Allacciatura

(EN) Loosening
(FR) Desserrage
(DE) Entspannen 
(IT) Slacciatura

(EN) Opening
(FR) Ouverture
(DE) Öffnen
(IT) Apertura

(EN) Closing
(FR) Fermeture
(DE) Schließen
(IT) Chiusura 

(JP) 締める

(JP) 緩める

(JP) 解除

(JP) 接続

(JP) 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EN795 
規格に適合していなければなりません。
(EN) The anchor point for the system should
preferably be located above the user’s
position and should meet the requirements of
the EN 795 standard. 
(FR) L’ancrage du système doit être de
préférence situé au dessus de la position de
l’utilisateur et répondre aux éxigences de la
norme EN 795.  
(DE) Der Anschlagpunkt des Systems sollte
sich möglichst oberhalb der Position des
Nutzers befinden. Er muß den Anforderungen
gemäß der Norm EN 795 entsprechen. 
(IT) L’ancoraggio del sistema deve essere
preferibilmente situato al disopra della
posizione dell’utilizzatore e rispondere alle
direttive della norma EN 795.        
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2. ワークポジショニングの目的でのみ使用 3. 適合性： 
アタッチメントポイント / コネクター

カラビナの
向きが
不適切

正しい向き

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

Copyright Petzl
Printed in Japan

APAVE Lyonnaise BP 3, 69811 Tassin Cedex, France, n0082

0197
PAD FAST     C89F

¨

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

CE 適合評価試験公認機関

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

この個人保護用具の製造を
監査する公認機関の ID 番号

344 g

387 g

417 gA
A

1
(S    L)

2
(L   XXXL)

95 120 cm
37,4 47,2 inch

A
A

75 105 cm
27,5 41,3 inch

0
(XS    M)

A
A

A
60 95 cm
23,6 37,4 inch

A

検査担当
識別番号

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

個別番号

(EN) Work positioning belt
(FR) Ceinture de maintien au travail
(DE) Gurt zum Halten und Positionieren
(IT) Cintura di posizionamento sul lavoro

(JP) ワークポジショニングベルト

 0197  EN 358



取扱説明

パッドファスト 
ワークポジショニングベルト

各部の名称
(1) ストラップ  
(2) EN 358 側部アタッチメントポイント  
(3) ファストバックル  
(4) ワークポジショニング用背部サポート

主な素材：  
ポリアミド 
ポリエステル

点検のポイント
毎回、使用前にウェビングと縫製箇所の状態
を確認してください。 使用による切れ目や磨
耗、熱や化学製品との接触等による損傷がな
いことを確認してください。

切れている縫製糸がないことを特に注意して
確認してください。

ファストバックルが正常に機能することを確認
してください。

使用方法

図１．装着方法
1A. ベルトのみでの使用： バックルが体の左
側にくるようにして装着します。 
ファストバックルを締めます。 小石や砂、衣
服などがファストバックルに挟まらないよう注
意してください。 正しくロックされていること
を確認してください。

1B. ハーネス『ニュートン』への取り付け

1C. 注意： ユーザーは、ベルトを実際に使用
する前に、装着した状態で動いたり体重をか
けてテストしてください。 これはベルトが正し
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ために必要な作業です。

図２．ワークポジショニングの目的で 
のみ使用
このベルトはフォールアレストの目的では使用
できません。

最大許容落下距離： 0.5 m

常に左右両方のアタッチメントポイントを同時
に使用してください。 
足がつかない場所でのワークポジショニング
には適していません。

図３．適合性： アタッチメントポイント / 
コネクター
警告： ハーネスのアタッチメントポイントによ
り、コネクターのゲートにてこの力がかかる
可能性があります。

カラビナの位置が不適切で、突然ロープにテ
ンションがかかったり、カラビナのゲートに衝
撃が加わった場合、ロッキングシステムが壊
れ、ゲートが開いてしまう可能性があります。

このような危険を低減するために、システム
（ランヤード、ディッセンダー等）にテンショ
ンがかかる度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。

また、使用しているコネクターがハーネスの
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（形、サイズ等）。

注意： 安全のためにバックアップをとる習慣
をつけて下さい。特にカラビナに関しては注
意してください。 ワークポジショニングシステ
ムにバックアップとしてのセカンドシステムを
セットしてください。

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、あるいは非常に大き
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。

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 :

 

メモ :

12ヶ月毎の点検
OK日付 点検者

 
 

ペツル 製品チェックフォーム：


