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(JP) ケーブル上を移動するためのローラー
(EN) Roller for travel on cable
(FR) Roulette pour progression sur câble
(DE) Rolle für Seilbahnen aus Drahtseil
(IT) Carrucola per progressione su cavo metallico

 
３年保証

ロールキャブ

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。
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検査担当

Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

Year of manufacture 
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
製造日

製造年 

識別番号05 1267

個別番号 

470 mm
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100 mm

63 mm

Breaking load
Charge de rupture
Bruchlast
Carico di rottura

Working load limit
Valeur d’utilisation maxi
Maximale Gebrauchslast
Carico di utilizzo massimo

5 kN

36 kN

各部の名称 セット方法

CAUTION

2 m/s
max

?

?

破断荷重

最大運用荷重

（ケーブル）



取扱説明

ロールキャブ 
ケーブル上を移動するためのローラー

使用の制限
直径 20 ～ 55 mm のケーブル上を移動するた
めのローラー。スキーリフトやロープウェイで
の救助用にデザインされています。

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。

各部の名称
(1) 本体  
(2) プーリー  
(3) 軸  
(4) ゲート  
(5) アタッチメントポイント

主な素材：  
アルミニウム合金 
ナイロン

点検のポイント
毎回、使用前に、本体、ゲート、滑車の軸及
び溝を点検し、ひび割れた箇所やえぐれた箇
所、変形、腐食、過度の磨耗などがないこと
を確認してください。滑車がスムーズに回転
することを確認してください。 ゲートが適切に
閉じられることを確認してください。

各 PPE( 個人保護用具 ) の点検方法の詳細に
ついてはペツルのウェブサイト (www.petzl.
com/ppe) もしくは PETZL PPE CD-ROM をご
参照ください。

もしこの器具の状態に関する疑問があれば、
（株）アルテリア（TEL：04-2969-1718）に
ご相談ください。

使用方法

警告
- 最高許容速度： 毎秒 2 m

- ケーブル上を移動する時は、必ずロープとブ
レーキ器具（下降器やビレイ器具）を使用
して速度をコントロールしなければなりませ
ん。 障害物に衝突すると重度の傷害や死に
至る危険性があります。

- ケーブル上では必ず、ローラーの上側にラ
ンヤードで自己確保をとらなければなりませ
ん

- 注意： ローラーとケーブルの間に手の指や
髪の毛を挟まないようにしてください。

セット方法
1. まず自己確保のランヤードをケーブルにク

リップします。

2. ランヤードとコネクターを使用して、ロー
ラーをハーネスの腹部または胸部アタッチ
メントポイントに連結します。

3. ローラーを、ケーブルに（自己確保用ラン
ヤードよりも下側に）取り付けます。

4. ローラーのゲートが閉じていることを確認し
てください。

5. ローラーに吊り下がる時は、滑車の溝とケー
ブルが接した状態で正しい向きになってい
ること、使用しているコネクターが正しい向
きになっていることを確認してください。  
警告：カラビナは常にゲートを閉じ、ロック
された状態で使用しなければなりません。 
カラビナは必ず動きを妨げるものがない状
態で使用してください。 カラビナの動きが
妨げられたり、外部からの圧力がかかった
りすると強度は低下します。

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：


