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MARKING - MARCATURA - MARQUAGES

1 Name of the manufacturer - Nome del 
fabbricante - Nom du fabricant

2 Nome del dispositivo - Name of the device - 
Nom du dispositif

3 Rope insertion direction - Direzione di 
inserimento della corda - Direction 
d’insertion de la corde

4 Suitable norm - Norma di riferimento - 
Norme de référence

5 Quality label of the UIAA (= International 
Mountaineering and Climbing Federation) - 
A t t e s t a t o  d i  q u a l i t à  d e l l ' U n i o n e 
Internazionale delle Associazioni di 
Alpinismo - Label de qualité de l'Union 
International des Associations d 'Alpinisme

6 Allowed rope types and diameters - Tipi e 
diametri di corda ammessi - Type et 
diamètre de la corde admise

7 Mese/Anno di fabbricazione - Month/Year of manufacture - Mois/Année de fabrication
8 Serial number - Numero di serie - Numéro de série
9 Read the instructions for use - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information
0 Conformity marking according to european directive 89/686 - Marcatura di conformità alla direttiva 

europea 89/686 - Marquage de conformité à la directive européenne 89/686
q No. of the notified body controlling the manufacturing of the product - N° dell’organismo che controlla 

la fabbricazione del prodotto - N° de l’organisme contrôlant la fabrication du produit

Patent pending
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[1] Rear plate 
[2] Front plate 
[3] Attachment hole 
[4] Actuating lever 
[5] Fixed cam 
[6] Movable cam  
 [6a] Trigger
[7] Connecting lever
[8] Mechanism cover
[9] Locking rivets
[10] Braking side of the rope
[11] Climber side of the rope

[1] Flangia posteriore
[2] Flangia anteriore
[3] Foro di connessione
[4] Leva di azionamento
[5] Camma fissa
[6] Camma mobile 
 [6a] Grilletto
[7] Leva di collegamento
[8] Copertura meccanismo
[9] Rivetti di chiusura
[10] Corda lato frenaggio
[11] Corda lato arrampicatore

[1] Flasque postérieur
[2] Flasque antérieur
[3] Trou de connexion
[4] Poignée
[5] Came fixe
[6] Came mobile 
 [6a] Gâchette
[7] Levier de liaison
[8] Capot du mécanisme
[9] Rivets de fermeture
[10] Corde côté freinage
[11] Corde côté grimpeur

NOMENCLATURE - NOMENCLATURA - NOMENCLATURE

[1]

[9]

[3]

[2]
[9] [9]

[5]

[6]

[10]

[4]

[7]

[8]

[11]

[6a]
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Working principles / Principio di funzionamento / Principe de fonctionnement

Working principle
Principio di funzionamento
Principe de fonctionnement

Anti-Panic
Zone

GO

STOP

Rope compatibility
Compatibilità della corda
Compatibilité de la corde

8.6£Ø£10.2  mm
= EN 892 single

EN15151-1 : 2012
Type 8
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Partner check / Controllo reciproco / Contrôle entre partenaires

+ ...

General warnings
Avvertenze generali
Avertissements généraux

EN 12277

EN 12275 
Screwgate

EN 892

Be attentive
Essere attenti
Être attentif

Always hold the braking side of the rope
Tenere sempre la corda lato frenaggio
Toujours tenir la corde côté freinage

Tie a knot at the end of the braking side of the rope
Fare un nodo alla fine della corda lato frenaggio
Faire un nœud en bout de corde côté freinage
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Installation / Istallazione / Installation
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Installation / Istallazione / Installation
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Function test
Prova di funzionamento
Test de fonctionnement

Giving slack
Dare corda
Donner du mou

Giving slack quickly
Dare corda rapidamente
Donner du mou rapidement
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Giving slack quickly
Dare corda rapidamente
Donner du mou rapidement

Taking up slack
Recuperare corda
Avaler le mou
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Giving slack quickly
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Arresting a fall
Trattenere una caduta
Retenir une chute

Lowering / Discesa / Descente Lowering on high friction routes
Discesa su vie con attrito elevato
Descente avec du tirage

14 15



Arresting a fall
Trattenere una caduta
Retenir une chute

Lowering / Discesa / Descente Lowering on high friction routes
Discesa su vie con attrito elevato
Descente avec du tirage
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10. Соответствие с Европейской директивой 89/686
11. Организация, осуществляющая контроль за производством

Y - НОМЕНКЛАТУРА
[1] Задний фланец
[2] Передний фланец
[3] Присоединительное отверстие
[4] Приводной рычаг 
[5] Неподвижный эксцентрик
[6] Подвижный эксцентрик
     [6a] Крючок
[7] Соединительный рычаг
[8] Крышка механизма
[9] Клепки закрытия
[10] Тормозной конец веревки
[11] Конец веревки лезущего

W1 - Организация, осуществляющая контроль за производством:

W2 - Лаборатория, проводившая испытания по стандартам СЕ:

J - СПЕЦИФИКАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 
1. Модель 2. Серийный номер 3. Номер партии/Год производства 4. Дата установки 5. Дата первого 
использования 6. Пользователь 7. Комментарии 8. Инспекции каждые 12 месяцев 9. Дата 10. ОК 
11. Имя/Подпись 12. Дата следующей инспекции

日本語

概要
カンプ（C.A.M.P.）グループは、軽量で最新技術を反映した製品をお届けすることで、登山家やクライ
マーのご要望にお応えします。信頼性と安全性を持つ製品を提供するために、製品の設計、試験、製
造を品質管理体制の中で実施しています。この取扱説明書は、製品の全使用期間における適正な使
用について説明するためのものです。説明書を読み、理解し、保管してください。説明書を紛失した場
合、ウェブサイトの（www.camp.it）からダウンロードすることができます。販売業者は本製品が使用され

る国の言語で書かれた取扱説明書を添える必要があります。

用途 
この製品は、訓練を受け、有能な人または訓練を受け、有能な人の監督のもとにのみ、使用される必
要があります。取扱説明書によって、クライミング、登山、その他の関連活動の技術を学習することは
できません。この製品を使用する前に、十分な訓練を受ける必要があります。クライミング、およびそれ
に関連する活動は、危険を伴う行為です。誤った選択や使用、製品の誤った手入れ・点検がなされた
場合、損害、重傷、死亡を引き起こす可能性があります。製品は以下に説明する方法でのみ使用する
必要があります。また、製品を改造してはいけません。製品は適した特徴を持ち、欧州規格（EN）に適
合する製品と組み合わせて使用される必要があります。その際、製品の各品の限界を考慮してくださ
い。取扱説明書には不適切な使用例がいくつか説明されています。しかし、不適切な使用例は他にま
だ多く存在し、それらを列挙したり、想像することはできません。この製品は、可能な限り個人所有で管
理し、複数人での共有は避けてください。

お手入れ
布製部分とプラスチック製部分のクリーニング 淡水（最高水温30°C）で中性洗剤を使用して洗浄し、
直接の熱源から遠ざけて自然乾燥させてください。
金属製部分のクリーニング 淡水で洗浄し、乾燥させてください。
温度 性能と安全性を低下させないために本製品は80°C 未満に保ってください。
化学物質 化学物質、溶剤、燃料と接触した場合、製品の性能が損なわれることがありますので、製品
を廃棄してください。

保管
梱包から取り出した製品は、乾燥した冷所に保存し、光や熱源、高湿度、鋭利なエッジや物、腐食を引
き起こすものやその他損害を与える可能性のあるものから遠ざけてください。
 

責任
カンプ株式会社（C.A.M.P. spa）または販売業者は、製品の不適切な使用法や改造に起因する損害、
負傷、死亡については一切の責任を負いかねます。カンプ株式会社が提供した、あるいはカンプ株式
会社を通じて提供された、各製品の正しく安全な使用法のための取扱説明書を理解し、その指示に従
うこと、製品が指定の用途に合う活動にのみに使用されること、安全のためのすべての手続きを踏む
ことは使用者の責任であるとします。製品を使用する前に、非常の場合に安全に効率よく実施される
べき救助について考慮してください。自らの行動と決定については本人が責任を持ってください。自ら
の行動と決定に起因するリスクの責任を持つことができない場合は、この製品を使用しないでください。  

3年間保証
本製品には、原材料または製造過程における全ての欠陥に対して、お買い上げ日から3年間の期間に
保証が適用されます。次のような場合は保証の対象にはなりません: 通常の磨耗、改造や改変、不適
切な保管、腐食、事故や過失による損傷、用途に適さない使用。
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製品について
使用方法

概略
カンプ マティク（Matik）は、欧州規格 EN 15151-1:2012  タイプ 8に適合する、クライミング関連用ビレイデ
バイスです。パニック防止機能が付いた、手動ロックアシストがある制動装置です。
重要 マティクは自動ロック装置ではありませんので、訓練され、使用のしかたを心得ている人が、本取
扱説明書の説明の全てを守りつつ、使用する必要があります。後述する注意事項を1つ以上無視する
と、重度の傷害や死亡の原因となる恐れがあります。この製品を使用することは、それにまつわる危険
を理解・承諾していることになります。
以下の説明書および注意事項を読んで理解するにあたっては、この取扱説明書に記載されている図、
マーキング、各部の名称を参照するようにしてください。この取扱説明書では、クライミング関連の活動
における通常のビレイ及びローワーダウンの技術の説明や注意事項は記載されていません。使用者
には教育と経験が不可欠になります。

適合性
ロープ
マティクには、EN 892 に適合する、直径8.6～10.2 mmのカーンマントル構造（芯+外皮）のシングル･ダイ
ナミックロープのみを使用する必要があります（図 1）。注意: 販売されているロープの公称値と実際値
には、最大で 0.2 mm の差を持つ可能性があります。
警告 上記にあるロープのタイプと異なるロープを使用しないでください。死亡の危険があります。
ブレーキの効きやロープの繰り出しやすさは、使用するロープの直径、構造、磨耗の程度、外皮表面
の処理や、凍結したロープ、泥まみれになったロープ、ぬれたロープ、汚れたロープなどの要素に影響
されます。
警告 新しいロープや、細いロープ、柔らかいロープを使用するとブレーキの効きが大きく低下する可能
性があります。ビレイおよびローワーダウンのすべてのステップにおいて、制動側のロープから決して
手を放さないでください。
この器具で使用できる直径の範囲は次のようになっています。
8.6≤Ø≤9.6 mm: V V V
製品が最適に機能し、ロープの繰り出しが非常に簡単になる範囲です。注意: この範囲の最も細い
ロープは、その状態や特徴に応じて、流れやすくなりますので、使用にあたってよく注意する必要があ
ります。
9.6<Ø≤10.2 mm: V V
大きな直径であるために摩擦が生じ、ロープの磨耗が増えることにより、ロープの繰り出しやすさが減
少する可能性がある範囲です。
ハーネス
マティクには、最新の規格（たとえば、EN 12277/C）に適合する 、シット・ハーネスのみを連結しなけれ
ばなりません。
カラビナ
ハーネスに接続するにあたっては、最新の規格（たとえば、EN 12275）に適合する 、安全環付きカラビ

ナのみを使用するようにしてください。

用途 
機能の原理
クライマー側のロープ [11]に加重があると 、マティクのアタッチメントホール[3]が回転し、可動カム [6] が
固定カム [5] に向かって回転してロープが挟まれることでブレーキがかかります。可動カム [6] が動いて、
ロープが流れるのを停止させるためには、ビレイヤーが制動側のロープ[10] から片時たりとも手を放さ
ないことが絶対条件となります。墜落の場合、マティクは2つのカムの間でロープを軽く流して、制止に
かかる力が小さくなるようにします。正しく機能するためには、マティクと可動カム [6] が妨げられないで
動く必要があります(図 2)。
警告 マティクまたは可動カム [6] の動きをロックしたり、制限したりする障害物があると、製品が制動し
なくなります。マティクを手で握ったり、トリガー [6a] をロックしたりしないでください。死亡の危険があり
ます（図2）。
作動レバー [4] を引くことで、ロープのロックを外すために可動カムを徐々に緩めることができ、制動側
のロープに手を置いてコントロールすることで、懸垂下降が可能になります。レバーを引きすぎると、パ
ニック防止機能により、レバーの動きが中断されます。どのような場合でも、製品がロープをロックする
ためには、制動側のロープを手で保持することが絶対条件です（図 3）。

使用にあたっての一般的な注意
クライミングの前には、ビレイヤーとクライマーとのパートナー同士で安全確認をする必要があります。
次の点について確認しましょう: マティクに正しくロープが通されていること、クライマーの連結、カラビナ
の閉まり具合、ロープが十分に長いこと、制動側のロープの末端にストッパーノットがあること、安全シ
ステム全体に欠陥がないことなど（図 4）
ビレイまたはローワーダウンのどの瞬間においても、次のような基本的ルールをしっかりと守ってくださ
い（図 5）:
1. 常に制動側のロープを手で持つこと [10]。
2. ビレイとローワーダウンの全期間にわたってクライマーに注意をすること。
3. 制動側のロープの末端にストッパーノット [10] を結ぶこと。
警告 次のような行動を避けてください: 制動側のロープから手を放すこと、ビレイとローワーダウンの最
中に気をそらすこと（喫煙、電話をするなど）、制動側のロープの末端にストッパーノットを結ばないこと。
守らないと死亡の危険があります（図 5）。

ロープのセッティングと使用前のテスト
ご使用前には、ロープは本体の印や図 6に示されている方向にセッティングし、続いて、制動側のロー
プ [10] を手で握りながらクライマー側のロープ [11] を力強く引くことにより、ロープの流れがロックするこ
とを常にご確認ください。ロープの流れがロックされた時（図 7）、マティクは正しく機能していることにな
ります。
警告 使用時にはロープが正しい向きに挿入されているかどうかを常に確認してください。間違って取り
付けると死亡の危険があります。
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製品について
使用方法

概略
カンプ マティク（Matik）は、欧州規格 EN 15151-1:2012  タイプ 8に適合する、クライミング関連用ビレイデ
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ばなりません。
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かかる力が小さくなるようにします。正しく機能するためには、マティクと可動カム [6] が妨げられないで
動く必要があります(図 2)。
警告 マティクまたは可動カム [6] の動きをロックしたり、制限したりする障害物があると、製品が制動し
なくなります。マティクを手で握ったり、トリガー [6a] をロックしたりしないでください。死亡の危険があり
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のロープに手を置いてコントロールすることで、懸垂下降が可能になります。レバーを引きすぎると、パ
ニック防止機能により、レバーの動きが中断されます。どのような場合でも、製品がロープをロックする
ためには、制動側のロープを手で保持することが絶対条件です（図 3）。

使用にあたっての一般的な注意
クライミングの前には、ビレイヤーとクライマーとのパートナー同士で安全確認をする必要があります。
次の点について確認しましょう: マティクに正しくロープが通されていること、クライマーの連結、カラビナ
の閉まり具合、ロープが十分に長いこと、制動側のロープの末端にストッパーノットがあること、安全シ
ステム全体に欠陥がないことなど（図 4）
ビレイまたはローワーダウンのどの瞬間においても、次のような基本的ルールをしっかりと守ってくださ
い（図 5）:
1. 常に制動側のロープを手で持つこと [10]。
2. ビレイとローワーダウンの全期間にわたってクライマーに注意をすること。
3. 制動側のロープの末端にストッパーノット [10] を結ぶこと。
警告 次のような行動を避けてください: 制動側のロープから手を放すこと、ビレイとローワーダウンの最
中に気をそらすこと（喫煙、電話をするなど）、制動側のロープの末端にストッパーノットを結ばないこと。
守らないと死亡の危険があります（図 5）。

ロープのセッティングと使用前のテスト
ご使用前には、ロープは本体の印や図 6に示されている方向にセッティングし、続いて、制動側のロー
プ [10] を手で握りながらクライマー側のロープ [11] を力強く引くことにより、ロープの流れがロックするこ
とを常にご確認ください。ロープの流れがロックされた時（図 7）、マティクは正しく機能していることにな
ります。
警告 使用時にはロープが正しい向きに挿入されているかどうかを常に確認してください。間違って取り
付けると死亡の危険があります。
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ビレイ

ロープの繰り出し方
ビレイの間は、図 8に示されているようにロープを繰り出してください: 制動側のロープ [10] に片手を置
いてマティクの内部に向かって押し、別の手でクライマー側のロープ [11] を出します。
クライミングの最初の数メートルには特別の注意を払ってください: いくつかの要因が重なると（たとえば、
ロープの緩み、器具の内部でロープが流れる、最初のプロテクションの位置など）、墜落があった場合
のクライマーの保護に悪い影響が出る可能性があります。
警告 マティクを手で握ったり、トリガー [6a] をロックしたりしないでください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

ロープを素早く繰り出す方法
クライマーにロープを素早く送る必要がある場合（たとえば、カラビナのクリッピング）、ロープを素早く
繰り出すことが難しいことがあります（たとえば、ロープが太い、硬い、磨耗している時）。
この場合だけに限って、次のような手順でトリガー [6a] を動かすことが可能です。
手順 1 (図 9a): 制動側のロープ [10] を持っている手の人差し指でトリガー[6a] を動かし、親指で背面プ
レート[1] を押します。制動側のロープ [10] が残った指の間を流れるようにし、別の手でクライマー側の
ロープ [11]を素早く繰り出します。
手順 2 (図 9b): 制動側のロープ [10] を持っている手をマティクからできるだけ遠くまで動かし、ロープを
しっかり握ります。同じ手の人差し指を使ってトリガー[6a] を作動させ、親指で背面プレート [1] を押しま
す。別の手でクライマー側のロープ [11] を素早く繰り出します。必要な場合はこの手順を繰り返してくだ
さい。
トリガーを動かすことにより、墜落時のマティクの制動力に影響を与えないように、どちらの手順もでき
るだけ短時間に実行する必要があります。この手順を終了したら、トリガーを放し、図 8の説明のように
ロープを繰り出す方法に戻ってください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

ロープをたぐる
クライマーのロープの緩みをなくすためにロープをたぐる必要がある場合（たとえば、リードクライマー
のカラビナのクリッピングの後や、セカンドクライマーがクライミングする場合）、クライマー側のロープ 
[11] をマティクに向かって引き、同時に制動側のロープ [10] も引きます (図 10)。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

フォールを止める
フォールを止めるには、制動側のロープ [10] を手でしっかりともち、強く下に引きます (図11)。
警告 墜落時にビレイヤーに力がかかることにより、バランスを失ったり、地面から持ち上げられることが
あります。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

クライマーの休憩
クライマーが休憩を必要とする場合、ロープをたぐってテンションをかけてください (図 12a-b)。休憩中は
クライマーに注意をし、常に制動側のロープ [10]を手で持つようにしてください。

警告 操作中は常に制動側のロープ[10]を手で持つようにしてください。

ローワーダウン
ロープをたぐってテンションをかけてください (図 12a-b)。クライマーにロープの緩みがなくなったら、ロー
ワーダウンを開始することができます。
常に制動側のロープ [10] を手で持ちながら、作動レバー[4] を徐々に引いてローワーダウンを開始しま
す : 作動レバーにより下降の速度を制御することが可能になりますが、ロープの流れを制御するために、
常に制動側のロープ [10] を持つようにしてください (図 12c)。
作動レバー [4] を放すとロープの流れが止められます。作動レバー [4] を引きすぎると、パニック防止機
能が作動し、ロープの流れが止められます。ローワーダウンを再開するには、作動レバー[4]をいった
ん放し、再び作動させてください (図３)。
ローワーダウンがおこなわれている間、可動カム [6]、トリガー [6a] 、その他のコンポーネントが非常に
熱くなる可能性がありますので、注意してください。
警告 操作中は常に制動側のロープ[10]を手で持つようにしてください。
警告 制動側のロープ [10] の末端には必ずストッパーノットを結んでください。

強い摩擦を伴うローワーダウン
傾斜が緩い下降の場合や、登攀ルートに強い摩擦が発生するような下降を行う場合 (あるいは太い
ロープの使用や体重の軽いクライマーの場合など)、図 3のようにロープの流れが悪く、作動レバー 
[4]を作動させることが難しくなることがあります。この場合のみ、トリガー [6a] を動かし、背面プレート
[1]を親指で押すことで、ローワーダウンを実施してください: この場合も、常に制止側 ロープ [10] を手で
握り、ロープの流れとローワーダウンの速度を調整してください (図 13)。
トリガーを放すと、ロープの流れが止まります。この下降方法を使うと、図 3にあるパニック防止機能は
使えなくなりますので、注意をしてください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

点検とメンテナンス
毎回の使用の前後には、可動する部分が正しく機能すること、可動カム[6]のスプリングや作動レバー
[4]の効率、パニック防止機能を点検してください。機能に影響したり、機能を止めてしまう恐れのある
汚れ、異物（たとえば、油、砂、小石など）がないことを確認してください。
清掃: 中性の水で湿らせた布を使って外に出ている部分を清掃し、乾燥させます。溶剤を使用しないで
ください。製品を水に浸けないでください。清掃を終えた後、可動部分の外に出ているピンにシリコン配
合の潤滑スプレーを塗布することが可能です。注: 海の近くで使用した場合は、常に使用後に清掃と潤
滑油塗布をおこなうことを推奨します。

定期点検 
使用の前後で目で見ておこなう通常の点検に加えて、本製品は製品の最初の使用日から12か月ごと
に、十分な知識を持つ人によって点検される必要があります。この日付と次の点検の日付の記録は、
製品のライフシートに記録される必要があります。点検や製品の寿命についての資料を保管してくださ
い。製品の規格認証が読み取れることを確認してください。
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ビレイ

ロープの繰り出し方
ビレイの間は、図 8に示されているようにロープを繰り出してください: 制動側のロープ [10] に片手を置
いてマティクの内部に向かって押し、別の手でクライマー側のロープ [11] を出します。
クライミングの最初の数メートルには特別の注意を払ってください: いくつかの要因が重なると（たとえば、
ロープの緩み、器具の内部でロープが流れる、最初のプロテクションの位置など）、墜落があった場合
のクライマーの保護に悪い影響が出る可能性があります。
警告 マティクを手で握ったり、トリガー [6a] をロックしたりしないでください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

ロープを素早く繰り出す方法
クライマーにロープを素早く送る必要がある場合（たとえば、カラビナのクリッピング）、ロープを素早く
繰り出すことが難しいことがあります（たとえば、ロープが太い、硬い、磨耗している時）。
この場合だけに限って、次のような手順でトリガー [6a] を動かすことが可能です。
手順 1 (図 9a): 制動側のロープ [10] を持っている手の人差し指でトリガー[6a] を動かし、親指で背面プ
レート[1] を押します。制動側のロープ [10] が残った指の間を流れるようにし、別の手でクライマー側の
ロープ [11]を素早く繰り出します。
手順 2 (図 9b): 制動側のロープ [10] を持っている手をマティクからできるだけ遠くまで動かし、ロープを
しっかり握ります。同じ手の人差し指を使ってトリガー[6a] を作動させ、親指で背面プレート [1] を押しま
す。別の手でクライマー側のロープ [11] を素早く繰り出します。必要な場合はこの手順を繰り返してくだ
さい。
トリガーを動かすことにより、墜落時のマティクの制動力に影響を与えないように、どちらの手順もでき
るだけ短時間に実行する必要があります。この手順を終了したら、トリガーを放し、図 8の説明のように
ロープを繰り出す方法に戻ってください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

ロープをたぐる
クライマーのロープの緩みをなくすためにロープをたぐる必要がある場合（たとえば、リードクライマー
のカラビナのクリッピングの後や、セカンドクライマーがクライミングする場合）、クライマー側のロープ 
[11] をマティクに向かって引き、同時に制動側のロープ [10] も引きます (図 10)。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

フォールを止める
フォールを止めるには、制動側のロープ [10] を手でしっかりともち、強く下に引きます (図11)。
警告 墜落時にビレイヤーに力がかかることにより、バランスを失ったり、地面から持ち上げられることが
あります。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

クライマーの休憩
クライマーが休憩を必要とする場合、ロープをたぐってテンションをかけてください (図 12a-b)。休憩中は
クライマーに注意をし、常に制動側のロープ [10]を手で持つようにしてください。

警告 操作中は常に制動側のロープ[10]を手で持つようにしてください。

ローワーダウン
ロープをたぐってテンションをかけてください (図 12a-b)。クライマーにロープの緩みがなくなったら、ロー
ワーダウンを開始することができます。
常に制動側のロープ [10] を手で持ちながら、作動レバー[4] を徐々に引いてローワーダウンを開始しま
す : 作動レバーにより下降の速度を制御することが可能になりますが、ロープの流れを制御するために、
常に制動側のロープ [10] を持つようにしてください (図 12c)。
作動レバー [4] を放すとロープの流れが止められます。作動レバー [4] を引きすぎると、パニック防止機
能が作動し、ロープの流れが止められます。ローワーダウンを再開するには、作動レバー[4]をいった
ん放し、再び作動させてください (図３)。
ローワーダウンがおこなわれている間、可動カム [6]、トリガー [6a] 、その他のコンポーネントが非常に
熱くなる可能性がありますので、注意してください。
警告 操作中は常に制動側のロープ[10]を手で持つようにしてください。
警告 制動側のロープ [10] の末端には必ずストッパーノットを結んでください。

強い摩擦を伴うローワーダウン
傾斜が緩い下降の場合や、登攀ルートに強い摩擦が発生するような下降を行う場合 (あるいは太い
ロープの使用や体重の軽いクライマーの場合など)、図 3のようにロープの流れが悪く、作動レバー 
[4]を作動させることが難しくなることがあります。この場合のみ、トリガー [6a] を動かし、背面プレート
[1]を親指で押すことで、ローワーダウンを実施してください: この場合も、常に制止側 ロープ [10] を手で
握り、ロープの流れとローワーダウンの速度を調整してください (図 13)。
トリガーを放すと、ロープの流れが止まります。この下降方法を使うと、図 3にあるパニック防止機能は
使えなくなりますので、注意をしてください。
警告 操作中は常に制動側のロープ [10] を手で持つようにしてください。

点検とメンテナンス
毎回の使用の前後には、可動する部分が正しく機能すること、可動カム[6]のスプリングや作動レバー
[4]の効率、パニック防止機能を点検してください。機能に影響したり、機能を止めてしまう恐れのある
汚れ、異物（たとえば、油、砂、小石など）がないことを確認してください。
清掃: 中性の水で湿らせた布を使って外に出ている部分を清掃し、乾燥させます。溶剤を使用しないで
ください。製品を水に浸けないでください。清掃を終えた後、可動部分の外に出ているピンにシリコン配
合の潤滑スプレーを塗布することが可能です。注: 海の近くで使用した場合は、常に使用後に清掃と潤
滑油塗布をおこなうことを推奨します。

定期点検 
使用の前後で目で見ておこなう通常の点検に加えて、本製品は製品の最初の使用日から12か月ごと
に、十分な知識を持つ人によって点検される必要があります。この日付と次の点検の日付の記録は、
製品のライフシートに記録される必要があります。点検や製品の寿命についての資料を保管してくださ
い。製品の規格認証が読み取れることを確認してください。
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次のような欠陥がある場合、製品の使用を禁止してください。
Ÿ 亀裂がコンポーネントのいずれかに見受けられる。
Ÿ 永久的な変形がコンポーネントのいずれかに見受けられる。
Ÿ 製品に許可のない修正がおこなわれた（溶接跡、穴…）。
Ÿ 金属製表面の状態が腐食によって深刻に変化している場合（サンドペーパーで軽くこすっても消えな

い）。
Ÿ 作動レバー [4]、連結レバー [7]、可動カム [6] が正しく機能しない。
Ÿ 可動カム [6]、固定カム [5]、前面プレート [2]、背面プレート [1] の接触する表面にバリや角がある。
Ÿ 器具のどこかに大きな磨耗 (>１mm ) がある。
Ÿ 機構部カバー [8] が破損または紛失している。
製品またはその構成部分に消耗や欠陥が見受けられる場合、あるいはその疑いがある場合、製品を
交換する必要があります。安全システムを構成する要素は落下時に損傷を受けた可能性があります
ので、使用する前に点検する必要があります。深刻な落下時に使用されていた製品は、肉眼では見え
ない構造的損傷を受けた可能性がありますので、すべて交換される必要があります。

製品の寿命 
使用禁止につながる原因がなく、製品の最初の使用時から少なくとも12か月に１度は定期点検して製
品のライフシートに記録するならば、製品の寿命は無限です。次の要因は製品の寿命を短くする可能
性があります: 集中した使用、製品のコンポーネントへの損害、化学物質との接触、高温、摩擦、切断、
激しい衝突、使用や推奨した保管方法の誤り。製品の安全性と信頼性が疑わしい場合、カンプ株式会
社または販売業者にお問い合わせください。

輸送 
製品を上記にあげたリスクにさらさないようにしてください。

X - 規格適合
1. 製造業者名
2. 器具の名前
３. ロープの挿入方向
４. 適用規格と製造年
5. 使用できるロープの種類と直径
6. 製品のロット番号および製造年
7. 個別番号
8. 取扱説明書をお読みください
9. 欧州指令（89/686/EEC）の適合性を示すマーキング
10. 認証機関番号

Y - 各部の名称
[1] 背面プレート

[2] 前面プレート
[3] アタッチメントホール
[4] 作動レバー
[5] 固定カム
[6] 可動カム
      [6a] トリガー
[7] 連結レバー
[8] 機構部カバー
[9] ロッキングリベット
[10] 制動側のロープ
[11] クライマー側のロープ

W1 - 認証機関番号

W2 - 当該タイプの EC 検査を実施する公認機関:

J - ライフシート
1. モデル
2. シリアルナンバー
3. 製品のロット番号および製造年
4. 購入日
5. 初回使用日 
6. ユーザー名
7.注記 
8. 12か月ごとの定期点検 
9. 年月日 
10. OK
11.氏名／署名 
12.次回定期点検日
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LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DURÉE DE VIE

1. Model - Modello - Modèle

2. Serial number - Numero di serie - Numéro de série

3. Month/Year of manufacture - Mese/Anno di fabbricazione - Mois/Année de fabrication

4. Purchase date - Data di acquisto - Date de l’achat

5. Date of first use - Data del primo utilizzo - Date de la première utilisation

6. User - Utilizzatore - Utilisateur
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Notified body intervening for the CE standard examination:
Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type:

APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France –   0082

Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:

Organisme controllant la fabrication du produit:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 Munich – Germany –   0123

0123

Via Roma, 23    23834 Premana (LC)    ITALY

Tel. +39 0341 890117
Fax +39 0341 818010

CONCEZIONE ARTICOLI MONTAGNA PREMANA

is a brand owned by    CAMP  SPA

8. Inspection every 12 months - Controllo ogni 12 mesi - Inspection tous les 12 mois

9. Date
 Data
 Date

10. OK 11. Name/Signature
 Nome/Firma 
 Nom/Signature

12. Date next control
 Data prossimo controllo 
 Date du prochain contrôle

7. Comments - Note - Commentaires

Printed in China

FOLD

FOLD
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