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WARNING
Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. 
You are responsible for your own actions and decisions.
Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

   FAILURE TO HEED ANY OF THESE 
   WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE 
   INJURY OR DEATH.

RESCUE
3 year guarantee - Made in France 

THIS RESCUE MEETS THE AUXILIARY 
EQUIPMENT REQUIREMENTS OF NFPA 

1983, STANDARD ON LIFE  SAFETY ROPE 
AND EQUIPMENT FOR EMERGENCY 

SERVICES, 2006 EDITION. 

After removing the notice from the 
equipment, make a copy of it and keep 

the original as part of a permanent record 
that includes the usage and inspection 

history for the equipment. Keep the copy 
of the notice with the equipment and refer 
to it before and after each use. Additional 
information regarding auxiliary equipment 
can be found in NFPA 1500, Standard on 
Fire Department Occupational Safety and 

Health Program, and NFPA 1983, 
Standard on Fire Service Life Safety Rope 

and System Components.

NFPA CERTIFICATION 
FOR 

RESCUE P50 

EN 12278 0197 185 g

individually tested

7 13 mm

UIAA

(EN) Pulley
(FR) Poulie
(DE) Seilrolle
(IT) Carrucola
(ES) Polea

MBS 36 kN
G (GENERAL 

USE)
MEETS NFPA 

1983 (2006 ED.)

x3

4 kN 4 kN

8 kN

5B.
Breaking load
Charge de rupture
Bruchlast
Carico di rottura
Carga de rotura

Working load limit
Valeur d’utilisation 
maxi
Maximale 
Gebrauchslast
Valore d’utilizzo 
massimo
Valor de utilización 
máximo

5A.

18 kN 18 kN

36 kN

Nomenclature of parts2.

Field of application1.

Inspection, points to verify3.

Compatibility4.

Patented

1

2

3

4

Values5.Tracability and Markings

00  000  A  0000

 0197
TÜV Rheinland Product 
Safety GmbH Am Grauen 
Stein
D-51105 KÖLN
N°0197

APAVE SUD Europe BP 193, 
13322 Marseille Cedex 16
N°0082

Body controlling the 
manufacture of this PPE

Traceability: 
datamatrix = 
product reference 
+ individual 
number

Rope
diameter

Year of 
manufacture

Day of 
manufacture 

Control or name 
of inspector

Incrementation

Individual number

Notified body that carried 
out the CE type inspectiona.

e.

f.

g.

h.

i.

b.

c.

d.
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F = 105 kg
F = 105 kg

F = 51 kg

F = P

F = 1,05 P F = 0,51 P F = 0,35 P

F = 2 P F = 0,66 P F = 0,57 P

F = 0,5 P F = 0,33 P

F = 35 kg

6.
6A. Simple 
pulley 
system

with progress 
capture

Pulley system efficiency

Theoretical 
force

6B. 2:1 hauling system 6C. 3:1 hauling system 
with progress capture

7. Progress capture systems

P = 100 kg P = 100 kg P = 100 kg P = 100 kg

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC 90°

1,4 kN 2 kN

8. Positioning and redirection

P = 100 kg P = 100 kg

1 kN

120°

P = 100 kg
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(EN) Cleaning Disinfection
(FR) Nettoyage Désinfection
(DE) Reinigung Desinfektion
(IT) Pulizia Disinfezione
(ES) Limpieza Desinfección
(PT) Limpeza Desinfecção
(NL) Reiniging Ontsmetting
(SE) Rengöring Desinficering
(FI) Puhdistus Desinfiointi
(NO) Rengjøring Desinfisering
(RU) Чистка Дезинфекция

(CZ) Čištění Desinfekce
(PL) Czyszczenie Dezynfekcja
(SI) Čiščenje/razkuževanje
(HU) Tisztítás 
(BG) Почистване Дезинфекция
(JP) 手入れ方法 消毒
(KR) 
(CN) 清洗 消毒
(TH) ทำ�คว�มสะอ�ดโดย ใช้
ส�รฆ่�เชื้อ

(EN) Temperature
(FR) Température
(DE) Temperatur
(IT) Temperatura
(ES) Temperatura
(PT) Temperatura
(NL) Temperatuur
(SE) Temperatur
(FI) Lämpötila
(NO) Temperatur

(RU) Температура
(CZ) Teplota 
(PL) Temperatura
(SI) Temperatura
(HU) Hőmérséklet
(BG) Температура
(JP) 気温
(CN) 温度
(TH) อุณหภูมิ

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Gefährliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) produtos perigosos
(NL) Gevaarlijke producten
(SE) Farliga produkter
(FI) Vaaralliset tuotteet
(NO) Farlige produkter
(RU) Опасная продукция

(CZ) Nebezpečné výrobky
(PL) Produkty niebezpieczne
(SI) Nevarne kemikalije
(HU) Veszélyes termékek 
(BG) Опасни продукти
(JP) 有害物質
(KR) 
(CN) 危险產品
(TH) วัตถุอันตร�ย

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento 
(ES) Secado
(PT) Secagem
(NL) Het drogen

(SE) Torkning
(FI) Kuivaus
(NO) Tørking
(RU) Сушка
(CZ) Sušení  
(PL) Suszenie
(SI) Sušenje

(HU) Szárítás 
(BG) Сушене
(JP) 乾燥
(CN) 使干燥
(TH) ทำ�ให้แห้ง

(EN) Maintenance
(FR) Entretien
(DE) Wartung
(IT) Manutenzione
(ES) Mantenimiento
(PT) Manutenção
(NL) Onderhoud
(SE) Underhåll
(FI) Huolehtiminen
(NO) Vedlikehold

(RU) Техническое 
обслуживание
(CZ) Údržba 
(PL) Konserwacja
(SI) Vzdrževanje
(HU) Karbantartás
(BG) Поддържане
(JP) メンテナンス
(KR) 
(CN) 保養
(TH) ก�รซ่อมแซม

(EN) Storage and transport
(FR) Rangement et transport
(DE) Lagerung und Transport
(IT) Sistemazione e trasporto
(ES) Almacenamiento y 
transporte
(PT) Armazenamento e transporte
(NL) Opbergen en vervoeren
(FI) Säilytys ja kuljetus
(NO) Lagring og transport
(RU) Хранение и 
транспортировка
(CZ) Skladování a doprava

(PL) Pakowanie i transport
(SI) Shranjevanje in transport
(HU) Tárolás, szállítás
(BG) Транспорт и съхранение
(JP) 持ち運びと保管方法
(KR) 보관과 운송
(CN) 運輸及儲存
(TH) ก�รขนส่งและก�ร
เก็บรักษ�

Legends
(EN) Anchor
(FR) Amarrage
(DE) 
Anschlagpunkt
(IT) Ancoraggio
(ES) Anclaje
(PT) Amarração
(NL) Verankering

(SE) Förankring
(FI) Ankkuri
(NO) Forankring
(RU) Точка 
страховки
(CZ) Ukotvení
(PL) Punkt 
stanowiskowy

(SI) Sidrišče
(HU) Fix pont
(BG) Закрепване
(JP) 支点
(KR) 확보점 
(CN) 确定点

(TH) สมอ

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

ISO 9001
Copyright Petzl

Latest version Other languages
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(JP)日本語

プーリー
この取扱説明書はペツルのプーリーについての一般事項を記載したものです。各モ
デルの説明書も併せて参照下さい。
図に示された使用方法の中で、×印やドクロマークが付いてい
ないものだけが認められています。 最新の取扱説明書やその
他の関連情報はウェブサイト(www.alteria.co.jp)で参照できま
すので、定期的に確認して下さい。 
疑問点や不明な点は(株)アルテリア（TEL04-2969-1717）にご
相談下さい。

1. 用途について
この製品は個人保護用具（PPE）です。 ロープで使用するプー
リー 
製品に表示された破断強度以上の荷重をかける使用や、本来
の用途以外での使用は絶対に避けて下さい。
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、理解して下さい 
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けて下さい 
- この製品の機能とその限界について理解して下さい 
- 高所での活動に伴う危険について理解して下さい
これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の障害や死につながる場合があ
ります。

責任
警告：使用前に必ず、「用途について」の欄に記載された使用用
途のトレーニングを受けて下さい。 
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。 
ユーザーは各自の責任で適切な技術及び確保技術を習得する
必要があります。 
誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損害、傷
害、死亡に関しても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
はこの製品を使用しないで下さい。

2. 各部の名称
(1) サイドプレート (2) 滑車 (3) 軸 (4) シールドボールベアリン
グ (4bis) 自己潤滑性ブッシュ（プーリーのモデルによって異な
ります）

3. 点検のポイント
毎回、使用前に
ひび割れや変形、腐食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、ひどく磨耗していないことを
確認して下さい。 サイドプレートにゆるみや変形がないことを
確認して下さい。 滑車とサイドプレートが接触しないことを確
認して下さい。
使用中の注意点
支点やハーネスとの連結部を含め、システムの構成器具が正し
くセットされていることを確認して下さい。 
この製品及び併用する器具（連結している場合は連結部を含
む）に常に注意を払い、状態を確認して下さい。 
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を参照下さい。 
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：04-2969-1717）にご相談下さい。

4. 適合性
この器具が、システムで使用されているその他の器具との使用
に適している（併用された時に個々の器具の機能が妨げられな
い）ことを確認して下さい。 
- プーリーにはロッキングカラビナを使用して下さい 
- コネクターのサイズと形状が適切であることを確認して下さ
い（カラビナでロープクランプをプーリーに取り付ける際は、
ロープクランプとプーリーが接触しないようにする必要があ
ります） 
- 警告：ロープの直径が細すぎる場合は、ロープが滑車とサイド
プレートの間に挟まってしまうことがあります
警告：引き上げ動作等による動荷重は、支点とシステム内の器具にかかる荷重を2倍
またはそれ以上にする場合があります。 システム内の他の器具に充分な強度があるこ
とを確認して下さい。 衝撃荷重がかからないようにして下さい。
- プーリーと併用する器具（アンカー、ロープ、ロッキングコネ
クター等）は、全て該当する法規に適合していなければなりま
せん 
もしこの製品の適合性に関して疑問点があれば(株)アルテリア
にご相談ください。

5. 荷重
5A. 最大運用荷重 
5B. 破断強度
ロープの戻りを防ぐために、歯の付いたカムを持つロープクラ
ンプをプーリーと組み合わせて使用する場合は、システムの破
断荷重はロープクランプを通っているロープの強度によって
決まります。ペツル製の歯の付いたカムを持つロープクランプ
の場合は4～6kNです（ロープによって変わります）。その他の
ロープクランプを使用する場合は、その製品の取扱説明書を
参照下さい。

6. プーリーシステムの効率
6A. シンプルプーリーシステム
セルフジャミング機能付シンプルプーリーシステム 
荷重Pを引き上げるために必要な力をFとすると、理論上はF = 
Pとなります。ただし実際はシステム内の摩擦の影響を受けま
す。 例えばカラビナを使用してロープを折り返した場合は、この
関係式はF = 2Pとなります。プーリーを使用した場合は、プーリ
ーの効率によって変わりますが、F = 1.1P～1.4Pとなります。
6B. 1/2ホーリングシステム
長いロープ（引き上げる距離の2倍）が必要になります。
6C. セルフジャミング機能付1/3ホーリングシステム 
6D. ダブルプーリーを使用した、セルフジャミング機能付1/4ホーリングシステム
テストコンディション：未使用のロープ（直径8 mm）、80 kgのお
もり、ゆっくりとしたスピードでの引き上げ

7. セルフジャミングシステム
警告: ロープの戻りを防止するセルフジャミングシステムでは、
毎回、使用前に、ロープが正しく通っていること及びセルフジャ
ミング機能が正しく作動することを確認して下さい。

8. 位置、ディビエーション
ディビエーション（ロープの流れを変える）でプーリーを使用す
る場合、プーリー及びその支点にかかる荷重はロープの角度
により変わります。

9. 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下さい： 
- 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場合や、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下さい。

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下
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
管して下さい。必要に応じて洗浄し、直射日光を避けて乾燥さ
せて下さい。
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。

トレーサビリティとマーキング
a. この個人保護用具の製造を監査する公認機関のID番号
b. CE適合評価試験公認機関
c. トレーサビリティ：データマトリクスコード = 製品番号 + 個
別番号
d. 直径
e. 個別番号
f. 製造年
g. 製造日
h. 検査担当
i. 識別番号


