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アサップソーバー 20 L71 20

EN 361

1

(JP) モバイルフォールアレスター『アサップ』用
エネルギーアブソーバー付ランヤード

(EN) Energy absorber with integral lanyard for ASAP mobile
fall arrester
(FR) Absorbeur d’énergie avec longe intégrée pour
antichute mobile ASAP
(DE) Falldämpfer und Verbindungsmittel für ASAP
(mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung)
(IT) Assorbitore di energia con cordino integrato per
anticaduta di tipo guidato ASAP

アサップ

20 cm

45 cm

EN 353-2

EN 355
アサップ

60 g

EN 353-2

2,5 kN
作動荷重

警告
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。

6 kN
最大衝撃荷重
(落下係数 2、質量 100 kg)

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。

EN 361

Static load limit
Charge statique
Statische Belastung
Carico statico

Maximum shock load recorded
(with fall factor 2 - 100 kg)
Force choc maxi enregistrée
(facteur 2 - 100 kg)
Gemessener maximaler Fangstoß
(Sturzfaktor 2 - 100 kg)
Forza di arresto massima registrata
(fattore di caduta 2 - 100 kg)

22 kN
破断強度

Static breaking load
Résistance statique
Statische Festigkeit
Resistenza statica

3. 警告

4. クリアランス =
『アサップ』から障害物または
『アサップ』から地面までの空間

EN 362
ロットナンバー

Made in France
Patented

ASAP'SORBER 20 L71 20

Batch n°
N de série
Seriennummer
N di serie

00 000 A 0000

Max: 40 cm

最長
40 cm

アサップソーバー
EN 355

1,40

製造年

Production year
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbicazione
製造日

0197

EN 355

N°

Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

アサップソーバー
20

EN 362

クリアランス

3,90 m

照査

0197

この個人保護用具の製造を
監査する公認機関の ID 番号

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

Control
Contrôle
Kontrolle
Controllo

1,50

認識番号

Individual number
Numéro individuel
Einzelnummer
Numero individuale

CE 適合評価試験公認機関
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

1,00

APAVE SUD EUROPE BP 193, 13322 Marseille Cedex 16 (n°0082)
ISO 9001
PETZL / F 38920 Crolles
www.petzl.com

Copyright Petzl
Printed in Japan

取扱説明
モバイルフォールアレスター『アサップ』
用エネルギーアブソーバー付ランヤード
各部の名称
(1) ストラップ (2) ストリング XL
主な材質：ナイロン、ポリエステル

点検のポイント
毎回、使用前にストラップ ( 特に末端部 ) と
セーフティステッチの状態の目視点検を行っ
てください。ウェビングの切れ目や磨耗した
箇所がないか、また使用によるダメージ、熱、
化学製品との接触などによるダメージがな
いかの確認をしてください。特に、縫い糸
が切れたり傷んだりしていないか、注意して
点検してください。
墜落によってダメージを受けたり、切れたり
した『アサップソーバー』は使用しないでく
ださい。墜落をした場合は即座に『アサップ
ソーバー』の状態を確認し、ダメージがあ
る場合は新しいものと取り替えてください。
PPE(個人保護用具 ) の管理方法については、
ペツルのウェブサイト (www.petzl.com) ま
たは CD-ROM を参照ください。
この製品の状態に疑問や不明な点がありま
したら、( 株 ) アルテリア (TEL:04-2969-1717)
にご相談下さい。

使用方法
図１. 準備

『アサップソーバー』に『ストリング』を付け
てください。
『アサップソーバー』と『ストリ
ング』を通して、自動ロック式コネクターを
クリップしてください。
『ストリング』は、カ
ラビナを正しい位置に保ち、ランヤードの末
端を磨耗から保護する働きをします。
『アサップソーバー』は必ず『ストリング』を
付けて使用してください。

図２. 使用の制限

『アサップソーバー』は個人保護用具です。
『アサップソーバー』はエネルギーアブソー
バー付ランヤードであり、フォールアレスト
システムを構成する用具の１つです。モバイ
ルフォールアレスター『アサップ』とハーネス
を連結するための用具で、ユーザーとロープ
の間の距離を長めにとることができます。

図３. 警告
- 全体の長さ ( エネルギーアブソーバーとコ
ネクター ) が、
『アサップソーバー 40』を使
用している場合は 60 cm、
『アサップソー
バー 20』の場合は 40 cm を超えないよう
にしてください。
警告：『アサップソーバー』の長さは絶対に
伸ばさないでください。
- システム用の支点はユーザーの体より上に
とり、EN 795 基準を満たしていなければ
なりません。
-『アサップソーバー』がロープに巻きつかな
いようにしてください。

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
図４. クリアランス =
下さい。
『アサップ』から障害物または
安全を守るため、以下のような３段階の確
『アサップ』から地面までの空間
認を行うことをお薦めします。
墜落した場合に途中で障害物にあたること
- 使用の前後に製品の状態を点検する
を回避するため、ユーザーの下のクリアラン
- 使用中、製品の状態及びシステムに含まれ
スは十分にとってください。
る他の用具との連結部に常に注意を払う
- クリアランス (EN 353-2 基準による定義 )= - 更に、専門家による綿密な点検を行う（３ヶ
Ｌ『アサップ』
(
とハーネスの連結部の長さ ) 月ごと）
+1 m の停止距離 (『アサップ』がロックす より安全性を追求し、お手持ちの用具をよ
るまでの距離とエネルギーアブソーバーが りよく管理するためには、製品ごとに点検記
裂けたときの長さ )+ 2.50 m( ユーザーの身 録をとることをお勧めします。
長とシステム全体の伸縮性 )
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。
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

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。
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。

(JP) 気温

ELIOS

+ 80°C

+ 80°C

- 40°C

- 40°C

+ 35°C

+ 50°C

VERTEX

- 20°C

- 30°C

(JP) 保管方法

(JP) 有害物質

保証

PETZL

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、 (JP) 手入れ方法 / 洗浄
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。

H2O
H2O

最高 30℃

H 2O

H2O

(JP) 乾燥
30 C
maxi

(JP) メンテナンス

(JP) 製品名:

(JP) 購入日 :

アサップソーバー 20
(JP) ロットナンバー :

(JP) 初回使用日 :

(JP) 製造年 :

(JP) ユーザー名 :

(JP) メモ :

(JP) 3ヶ月毎に点検してください
(JP) 日付
(JP) 点検内容
OK

