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Reading and understanding instruc�ons for use are 
required to use this product.

The instruc�on for use describes correct use of general purpose 
rope and its technical informa�on.
Reading and correctly understanding instruc�ons for use is a must 
for any user of this equipment. It is responsibility of any person 
using this equipment to get specific training in its proper use 
before use. It is impossible to describe all methods of use. There is 
no subs�tute for instruc�on by a trained and competent person. 
Contact GM CLIMBING if there is difficulty in understanding the 
instruc�on.

Warning

本説明書は、汎用ロープの正しい使用方法と技術情報が記載され
ます。
この製品の使用者は使用する前に必ず説明書をよく読み、理解し
てください。使用者は製品を使用する前に製品の正しい使用方法
について適切な指導を受け、訓練を受ける必要があります。説明
書はすべての使用方法を含めることができません。説明書は専門
家の指導に代わるものではありません。疑問点や不明点がある場
合は、GM CLIMBINGまで問い合わせてください。

警告

General Purpose Rope
汎用ロープ



General purpose ropes are used in a variety of applica�ons for 
dragging, hauling, rigging, hoist, etc. 
Limita�on of use: 1. Rope mustn’t be loaded beyond its 
strength ra�ng, nor be used other than what it is designed for; 
2. Working temperature range of this equipment is -40°C up to 
+50°C; 3. NEVER use a general purpose rope for personal 
protec�on.
Knots: A knot on rope will reduce up to 50% of its ini�al 
strength. Kno�ng in correct way is crucial in applica�on, which 
user is responsible for being acquainted with. 
Strength: The published tensile strength is ensured at the �me 
of manufacturing. A lot of influen�al factors in prac�ce will 
reduce rope tensile strength, such as knots, ice, temperature, 
etc. The recommended Working Limited Load (WLL) for most 
cords or ropes is (maximum) 20% of its published strength. 
Avoid shock load in any case.
Sharp edges: Sharp edges will cut or damage sheath even core 
of the cord under load and largely reduce rope strength. Keep 
rope away from sharp edges in any case. NOTE! Tensile 
strength of rope tends to decrease with use.
Don’t stand in line with a tensioned rope to avoid injury by 
recoil.
Compa�bility: Make sure that rope is compa�ble with other 
equipment of the same system for the intended use in strength, 
shapes, sizes, diameters, etc.
Verifica�on before and a�er each use: Visually inspect the 
surface of sheath all along the length of rope to make sure that 
there is none of fuzzy yarns, cuts, abrasion, pulled strands, 
melted fibers, inconsistent diameter, s�ffness, chemical 
damages, etc.

Any modifica�on, marking or repair is forbidden. 
Cleaning – Drying: Clean a dirty rope with lukewarm water and 
dry it in a cool and ven�lated place, away from direct sunlight. 
Any detergent mustn’t be applied.
Storage – Transport: Correctly coil and uncoil rope to store rope 
to avoid twists, kinks, and tangles (buntline coil, figure 8 coil). 
Store rope in a ven�lated and dry place, away from all heat 
sources (ar�ficial or natural), high humidity, corrosives and 
other possible causes of damage. Contact with chemical or 
corrosive products will lead to reduc�on in performance of 
rope, which may cause severe injury, even death of user.

Life�me of tex�le equipment is 10 years from date of 
manufacture. Wear or serious damage to rope will reduce its 
life�me. Frequency of use and storing environment are also 
influen�al. Re�re the equipment when: it is beyond life�me; it 
has experienced a serious fall; it has been in direct contact with 
chemical or corrosive products; its verifica�on at regular �me, 
before or a�er use, fails; its full usage history is not clear to 
user.

Use and precautions

Maintenance 

Lifetime 

製品の変更、マーキングまた修理は禁止されます。
クリーニング - 乾燥：汚れたロープを温かい清浄水に浸し、洗い
ます。そして涼しく直射日光の当たらない所で乾燥します。
洗剤を一切使用しないでください。
保管 - 運送：ロープのねじれ、よじれ、絡み（バンドライン巻
き、8の字巻き）を避けるため、ロープを正しい方法で巻き、
解けます。涼しく換気の良い場所にロープを保管します。す
べての熱源（人工また自然）、高湿度、腐食性物質、また製
品を損傷する可能性のある場所から離れて保管します。化学
製品や腐食性物質はロープにダメージを与える恐れがあり、
ロープの性能を低下したり、使用者に重度の傷害や死亡につ
ながる場合があります。

繊物製品の耐用年数は製造日から10年間です。重要：本製品
の耐用年数は磨耗や損傷により、短くなる可能性があり、使
用頻度や保管環境にも影響されます。次の場合に製品を廃棄
してください：耐用年数を超える場合；重大な事故を経験した
場合；化学製品や腐食性物質と直接接触した場合；点検によ
り使用不能と判断された場合；完全な使用履歴が分からない
場合

汎用ロープは引っ張り、牽引、リギング、ホイストなど幅広
い範囲での用途に使用されます。
使用の制限：1.ロープの破断強度を超えて荷重したり、設計さ
れた本来の用途以外の使用は絶対にしないでください；2.本
製品の作業温度範囲は-40°C～+50°Cまでです；3.汎用ロー
プは個人保護具として使用できません。
結び目：結び目は、ロープの破断強度を減少し、最大では初期
強度の50％まで減少します。正しい方法でロープを結ぶこと
が非常に重要です。使用者は正しい結ぶ方法を身に付け、そ
の責任を取ります。
強度：表示された伸張強度は製造時に確認された数値です。実
際にこの強度は結び目、凍り、温度など多くの原因により影
響され、低下されます。ほとんどのコードやロープの推薦安
全作業範囲（最大値）は表示される強度の20%です。いずれの
場合でも衝撃荷重を避けてください。
鋭利な縁：鋭利な縁部分は、荷重を受ける時のロープを切り、
中心部まで切断し損傷することがあり、ロープの強度を大幅
に低下させます。いずれの場合でもロープを鋭利な縁部分か
ら離れてください。注意！ロープの伸張強度は、使用に伴い、減
少する傾向があります。
ロープの反動による怪我を避けるため、引っ張られたロープ
の周りに立たないでください。
適合性：ロープは同じシステム中にあるほかの器具との強度、
形状、サイズ、直径などに適合することを確認します。
毎回使用前後の検証：ロープの表面を通して目視で検証します。
毛羽立ち、切れ目、擦り傷、引っ張られた繊維、溶けた繊維、
同じ大きさではない直径、硬め、化学損傷などないように確認
します。

メンテナンス

耐用年数

使用と注意事項

100% Recycled paper


