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ロールモジュールロールモジュール P49

Made in France

３年保証

ロープ用ローリングチャンネル（４モジュール）
Rolling channel for rope (4 modules)
Tunnel de roulement pour corde (4 modules)
Rollenteppich fur Seile (4 Elemente)
Canale di scorrimento corda (4 elementi)

最大運用荷重： 300 kg
Working load limit : 300 kg
Valeur d'utilistation maxi : 300 kg
Maximale Gebrauchsiast : 300 kg
Valore d'utilizzo massimo : 300 kg

ロープ ( コア + シース ) ローストレッチ (EN 1891) 
またはダイナミック (EN 892)
Rope (core + sheath)  
low stretch (EN 1891) or dynamic (EN 892)

Corde (ame + gaine)  
statique (EN 1891) ou dynamique (EN 892)

Seil (Kern + Mantel)  
statisch (EN 1891) oder dynamisch (EN 892)

Corda (anima + calza)  
estatica (EN 1891) o dinamica (EN 892)

スペアパーツ 
Spare parts 
Pieces de rechange 
Ersatzteile 
Pieza de recambio

磨耗 
Wear 
Usure 
Abnutzung 
Usura

既存の支点を使用した設置 
（例： 樹木 ,  構造物 ,  常設アンカー等） 
Belaying to a natural or artifical anchor 
(tree, building, hanger ...) 
Fixan sur amarrage naturel ou artificiel 
(arbre, structure, plaquette ...) 
Befestigung an naturlichen und kunstlichen 
Fixpunkten (Baum, Gebaude, Haken ...) 
Attacco su ancoraggio naturale o artificiale 
(alberto, parete, placchetta ...)

ロックアンカーを使用した設置 
Direct belaying to a rock-anchor 
Fixation directe par cheville 
Befestigung mit Bohrdubel 
Attacco diretto con chiobo autoperforante

FR 0460 FR 0505 (4x)

P 49001



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。

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 (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

バーテックス
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エリオス

(JP) 気温 

(JP) 保管方法 
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(JP) 有害物質 

H2O

H2O最高 ３０ ℃ 

H2O

H2O

(JP) 手入れ方法 / 洗浄 

最高  
３０ ℃ 

(JP) 乾燥 

(JP) メンテナンス 
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（ＪＰ） 製造年 ： （ＪＰ） ユーザー名 ： 

（ＪＰ） メモ ： 
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