
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。
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 
- この製品の機能と限界について理解してください 
- この製品を正しく使用するための適切な説明や指 

導を受けてください

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。

警告

NFPA 認証
以下の情報に該当するのは “MEETS NFPA…” と刻印 
されている製品のみです。
ポーは NFPA1983 (Standard on Fire Service Life 
Safety Rope and Equipment 2006 Edition) の補助装
備に関する必要事項を満たしています。

最小破断強度 36 kN
G (GENERAL USE)

NFPA 1983 (2001 ED.) 適合

取扱説明書は必ずコピーをとってください。原本は
製品の使用および点検の履歴を記入し、大切に保管
してください。取扱説明書のコピーは製品とともに
保管し、毎回使用前と使用後に参照してください。 
併用する器具等に関するその他の情報については、 
NFPA1500 (Standard on Fire Department 
Occupational Safety and Health Program) と
NFPA1983 (Standard on Fire Service Life Safety Rope 
and System Components) を参照ください。

Conforms to the PPE
Directive 89/686/EC
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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

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
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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

Individual number
Numéro individuel
Individuelle Nummer
Numero individale

識別番号

APAVE SUD Europe SAS BP3 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France N°0082

製造日

製造年 
この個人保護用具の製造を
監査する公認機関の ID 番号

CE 適合評価試験公認機関

個別番号

危険

36 kNMBS

3 342540 068964

P63 S
(JP) リギング プレート
(EN) Rigging plate
(FR) Multiplicateur d'amarrages
(DE) Rigging Platte
(IT) Moltiplicatore di ancoraggi

(JP) 最小破断強度
(EN) Minimum Breaking Strength
(FR) Charge de rupture
(DE) Bruchlast
(IT) Carico di rottura
(ES) Carga de rotura

Made in France
３年保証

ポー Ｓ

(JP) 注意点
使用の際は、支点の強度が十分あることを確
認してください。支点に最低限必要とされる
強度は 10 kN です。支点はユーザーの体より
上に設置してください。
(EN) Installation
When using this product, be sure your anchors 
are f sufficient strength. In particular, the 
minimum breaking strength of the anchors must 
be 10 kN. The user must always remain below 
the anchor point.
(FR) Mise en place
Lors de l’intallation, vérifiez la solidité des 
ancrages. En particulier, la résistance minimum 
de l’ancrage doit être de 10 kN. L’utilisateur doit 
toujours rester sous le point d’ancrage.
(DE) Installation
Überprüfen Sie die Festigkeit des 
Anschlagpunkts, an dem Sie sich einhängen. Die 
minimale Festigkeit eines Anschlagpunkts muss 
unbedingt 10 kN betragen.Der Anwender muss 
stets unterhalb der Anschlageinrichtung bleiben.
(IT) Collegamento
Al momento della sistemazione, verificare 
la tenuta degli ancoraggi. In particolare, la 
resistenza minima dell’ancoraggio deve essere di 
10 kN. L’utilizzatore deve sempre restare sotto il 
punto di ancoraggio.
(ES) Colocacion
En el momento de la instalacion, verifique 
la solidez de los anclajes. En particular, la 
resistencia mínima del anclaje debe ser de 10 kN. 
El usuario debe permanecer siempre por debajo 
del punto de anclaje.



+ 80°C
+ 176°F

- 40°F
- 40°C

使用温度 

保管

手入れ方法 / 洗浄

乾燥 

有害物質 

メンテナンス 

PETZL

最高 30℃

H2OH2O

日付 点検内容OK

欠陥など注意事項 / メモ :

定期点検の次回予定日 :

ロットナンバー : 

製造年 :

購入日 :

初回使用日 :

ユーザー名 :

製品名：

詳しい点検記録の見本はウェブサイトを
ご参照ください。

www.petzl.com/ppe
www.petzl.fr/epi

取扱説明

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。
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

に確認してください。

疑 問 点 や 不 明 な 点 は ( 株 ) ア ル テ リ ア

（TEL04-2968-3733）にご相談ください。

責任
警告：使用前に適切なトレーニングが必

要です。ユーザーは各自の責任で適切な

安全確保の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

品を使用しないでください。

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

のみ使用してください。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

お読みください。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ください。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。

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。

詳しい点検記録の見本は www.petzl.com/

ppe をご参照ください。

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。


