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Made in France

3 year guarantee

www.petzl.com

個別テスト済み

(EN) Adjustable friction descender
(FR) Descendeur ˆ freinage reglable
(DE) AbseilgerŠt fŸr gro§e Abseilstrecken
(IT) Discensore a barrette per le grande verticale
(ES) Descensor para las grandes verticales

D11

 470 g 
3

3 年保証

ラックラック
(JP) 摩擦調節型下降器

(EN) Single rope
(FR) Corde simple
(DE) Einfachseil
(IT) Corda singola
(ES) Cuerda simpleI

(EN) Double rope
(FR) Corde double
(DE) Doppelseil
(IT) Corda doppia
(ES) Cuerda doble

9-13 mm 8-11 mm

Rope (core + sheath) low stretch (EN 1891) 
or dynamic (EN 892)
Corde (‰me + gaine) 
statique, (EN 1891) ou dynamique (EN 892).
Seil (Kern + Mantel) 
statisch (EN 1891) oder dynamisch (EN 892).
Corda (anima + calza)
statica (EN 1891) o dinamica (EN 892).
Cuerda (alma + funda) 
estetica (EN 1891) o dinemica (EN 892). 18 kN

(JP) シングルロープ (JP) ダブルロープ

ロープ(コア+シェル)ローストレッチ(EN 1891)
またはダイナミック(EN 892)

　(JP) 日本語

各部の名称：
(1)バー,(2)アタッチメントポイント

点検するポイント
毎使用前に、全ての部品に磨耗、ひび割れ、変形、

腐食がないか確認してください。全てのネジと

ナットがしっかりと締められているか確認してく

ださい。

詳しくはペツルのCD-ROMまたはWEBサイト

www.petzl.comで、PPE(個人保護用具)の取り扱い

方法について確認してください。もしこの器具の

状態に関する疑問点があれば㈱アルテリア

（TEL：04-2969-1717）にご相談ください。

　使用方法

図１：取り付け

下降器をハーネスに装着する場合:カラビナのロッ

ク機構が手前を向くように取り付けてください。

注意、危険

下降器などの金属製品は、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。もしカラビ

ナに図解のように不適切な荷重がかかると、カラ

ビナのゲートが開き、器具が外れ、ひじょうに少

ない荷重(例えば体重)でもロッキングスリーブが

破損する場合があります。

更なる安全のために、システムや装備、特にカラ

各部の名称

ロット番号

製造年

製造日

照査

注意、危険

1. 取り付け

ビナに関してはバックアップをとることを習慣づ

けてください。

図２：シングルロープ、ダブルロープ

図３：ロックオフ

どのロックオフのポジションを使用する前にも、

ロープを５つの全てのバーに必ず通してください。

3A.クイックロックオフ: このポジションでは、持

ち手側のロープに必ず手を沿えてください。

このポジションはラッペル(懸垂下降) の開始時、

または下降中にもつれたロープを解放する際に適

しています。

3B. セーフティーロックオフ

図４：下降

ラックのみでは、十分な制動力がありませんので

注意してください。必ず持ち手側のロープを常に

握ってください。

4A.ブレーキ： 異なった荷重やロープ径への摩擦

を調整するためには、ブレーキ位置を変えてくだ

さい。

4B.摩擦ブレーキを強めるには、制動側の手で、持

ち手側のロープを引き上げるか、またはもう片手

でバー同士を近づけてください。

12 ヶ月毎に点検してください
Inspection every 12 months
Inspection tous les 12 mois
Kontrolle alle 12 Monate
Controllo ogni 12 mesi

製品名 ：
Model :
Mod le :
Modell :
Modello :

ロット番号 ：
Batch n° :
N° de s rie :
Seriennummer : 
N° di serie :

製造年 ：
Year of manufacture :
Ann e de fabrication :
Herstellungsjahr :
Anno di fabbricazione :

購入年月日 ：
Purchase date :
Date de lÕachat :
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D11300
Barrette fixe coud e anodis e / Bar non opening.  

D11200
Barrette sans crochet / bar swing open.

D11250
Barrette mobile avec crochet / Bar clip side.

D11300

D11200

D11300

D11250

D11250

(EN) Spare parts
(FR) Pi ces de rechange
(DE) Ersatzteile
(IT) Pezzi di ricambio

4. 下降
4A. ブレーキ

4B. ブレーキを強める

2 m/s
maxi

(JP) スペアパーツ

ECRIN

+ 50° C

-  30° C

METEOR

+35° C

- 20° C

+ 80° C

-  40° C

+ 80° C

-  40° C

+ 126° F

-  86° F

+96° F

- 66° F

+ 186° F

-  106° F

+ 186° F

-  106° F

PETZL

(EN) Storage
(FR) Stockage
(DE) Lagerung
(IT) Conservazione
(ES) Almacenamiento
(PT) Armazenamento

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) GefŠhrliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) produtos perigosos

(EN)Temperature
(FR) TempŽrature
(DE) Temperatur
(IT)Temperatura
(ES) Temperatura
(PT) Temperatura

ELIOS

(JP)気温

(JP)保管方法

(JP)有害物質

30° C 
maxi

(EN) Drying
(FR) SŽchage 
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento 
(ES) Secado
(PT) Secagem

(EN) Cleaning / Disinfection
(FR) Nettoyage / DŽsinfection
(DE) Reinigung / Desinfektion
(IT) Pulizia / Disinfezione
(ES) Limpieza / Desinfeccion
(PT) Limpeza / Desinfeccao

(EN) Maintenance
(FR) Entretien
(DE) Wartung
(IT) Manutenzione
(ES) Mantenimiento
(PT) Manutencao

H2OH2O

H2O

H2O

30° C maxi

(JP)洗浄 / 消毒

(JP)乾燥

(JP)メンテナンス

　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(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。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トラブルが発生した場合、救助を求める
かどうかはユーザーの判断によります。

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(TEL04-2969-1717)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、新しい技術の発達および他
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。
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、ペツルシャルレ総輸入代理店である株式会社ア
ルテリアは、製品の使用から生じたいかなる直接的、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。


