
The instruc�on for use describes correct use of the equipment and 
its technical informa�on. Ac�vi�es rela�ng to the use of this 
equipment (personal fall protec�on system, including 
mountaineering and climbing) are inherently dangerous, possibly 
leading to fatal accident. Reading and correctly understanding the 
instruc�ons for use is a must for any user of this equipment. The 
use of this equipment is limited to the competent person who is 
trained in its proper use, is acquainted with its capabili�es and 
limita�ons, and is able to foresee while take ac�ons in situa�ons. 
Users must be aware that poor medical condi�on (physical and 
mental) can result in serious injury or death under normal 
condi�on and in emergencies. Do not use this equipment if you 
are not able to assume all responsibility. A rescue plan should be 
prepared, so that it is able to be effec�vely implemented when the 
user is in difficulty while using this equipment. It is impossible to 
describe all methods of use. There is no subs�tute for instruc�on 
by a trained and competent person.
This document should be provided in the official language of the 
country of des�na�on and must be kept with equipment when it is 
in use. Contact GM CLIMBING if there is difficulty in understanding 
the instruc�on. 

1. Manufacturer: GM CLIMBING
2. CE 1019: No�fied body which is responsible for EU type-examina�on and 
cer�ficate of this equipment (VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7 716 07 
Ostrava-Radvanice Czech Republic)
3. EN 354:2010: EU harmonised standard of personal fall protec�on equipment 
– Lanyards. 
4. Swivel’s Model Number
5. Tensile Strength
6. Maximum Length
7. Month/Year of manufacture
8. i-Symbol: pictogram advising users to read provided instruc�on for use
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Swivel, personal protec�on equipment (PPE) conform to EN 354:2010 (Lanyards) 
which must comply with EN 365:2004, is intended to be used as connec�ng 
elements or components in personal fall protec�on systems, including climbing 
and mountaineering. Swivel should be used to support only one individual. 
Declara�on of conformity is available on www.gmclimbing.com.
Principal Materials: aluminum, steel
General safety no�ces
This equipment mustn’t be loaded beyond its strength ra�ng, nor be used other 
than what it is designed for. 
The working temperature range is -40°C up to +50°C. 
The total length of the lanyard, including energy absorber, termina�ons and 
connectors, mustn't exceed 2 m. 
Slack of lanyard should be avoided when near a fall hazard. 
To avoid the risk of falling, users mustn't adjust the length of a lanyard in an area 
where there is a fall hazard. 
Take care that the swivel should not touch or rub against sharp edges or abrasive 
surfaces.
Anchor
The anchor point for the safety system must conform to EN 795 standard, and is 
able to withstand forces of at least 12kN. The anchor point should be posi�oned 
ver�cally above the user to minimize fall distance and to avoid pendulum falls.
Addi�onal informa�on in a fall arrest system
A full body harness in accordance with EN 361 is the only acceptable body 
holding device in a fall arrest system. Never use a lanyard without any energy 
absorp�on in a fall arrest system. It’s essen�al to ensure the necessary free 
space underneath the personnel to avoid any impact with the ground or any 
obstacles in fall path in the case of a fall.

When mul�ple items of equipment are used together, note that danger can 
result if their safe func�on interferes with each other. It’s vital for the user to 
follow instruc�ons for use of all items of equipment in the safe system.
Verify that the swivel is compa�ble with other equipment of the same system 
in material, strength, shape, size, etc.
When used in a personal fall protec�on system, the swivel can only connect 
with PPE equipment which must comply with appropriate European direc�ves 
and standards, e.g. EN 12275 for connectors.

For user’s life safety, it’s vital to ensure that the equipment is in serviceable and 
fully func�onal condi�on. An in-depth examina�on by a competent person is 
recommended at least once every 12 months. The frequency of examina�on 
depends on the present country’s related legisla�on, usage condi�on (including 
frequency and environment). Record on the periodic examina�on form the 
results of the examina�on which shall include product name and model ID, 
manufacturer contact details, batch ID, date of manufacture/purchase/first 
use/next periodic examina�on, details of examina�on (problems, comments), 
name and signature of the competent person who is inspec�ng.
Before and a�er each use
Visually inspect surface and axle of the swivel to ensure that there is none of 
corrosion, abrasion, cracks, deforma�on, damages, etc.
Verify that two segments of the swivel are able to spin freely in regard to each 
other.
Check the legibility of marking on the equipment.

This equipment mustn’t be marked, modified or repaired by users unless 
authorized by GM CLIMBING.
Cleaning - Drying
Dirty equipment can be cleaned in lukewarm water (30°C maxi.), washed by 
hand or so�ly brushed if necessary. Rinse it thoroughly, and then dry it in a 
cool, ven�lated place, away from direct sunlight. Any detergents mustn’t be 
applied.
Lubrica�on
Lubrica�on is only for metallic parts. Lubricate the mobile parts of equipment 
with suitable acid-free lubrica�ng oil (o�en silicone based oil). Lubrica�on is 
recommended a�er cleaning.
Storage – Transport
Store the equipment in a ven�lated place, away from excessive heat or heat 
sources, direct sunlight (UV), high humidity, sharp edges, corrosives or other 
possible causes of damage. Chemical or corrosive products are regarded as 
harmful to this equipment and must be put away from it. Contact with the 
chemical or corrosive products will lead to reduc�on in the performance of the 
equipment, and to severe injury or even the death of the user. During 
transporta�on, a protec�ve bag/box should be used, and vibra�on should be 
avoided.

Life�me of metal equipment is without limit. A�en�on: Wear or serious 
damage to this equipment will reduce its life�me. Frequency of use and storing 
environment are also influen�al. Some�mes you have to re�re this equipment 
even a�er the first use. Re�re the equipment when: 
1. It is beyond life�me; 
2. It has experienced a serious fall; 
3. It has been in direct contact with chemical or corrosive products; 
4. Its verifica�on at regular �me, before or a�er use fails; 
5. Its full usage history is not clear to user, or there is doubt about equipment’s 
condi�on for safe use. 

This equipment is guaranteed for 3 years against any faults in materials or 
manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, oxida�on, 
modifica�ons, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, 
to negligence, and to uses for which this equipment was not designed.

During use
Regularly inspect the condi�on of the swivel and other equipment in the same 
system.
Make sure all equipment is correctly posi�oned and connected, such as the 
correct loading direc�on.

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

Verification

Manufacturer: GM CLIMBING
Website: www.gmclimbing.com   
Facebook: Climbing GM
E-mail: service@gmclimbing.com
Made in Taiwan

Model モデル:

Batch ID バッチID:

Manufacturer 製造業者:

Contact 連絡先:

Date of manufacture 製造日:

Date of purchase 購入日:

Date of first use 最初の使用日:

Date 日付:

Examina�on results 検査結果:

Inspector signature 検査者の署名:

Next examina�on date 次の検査日:

Date 日付:

Examina�on results 検査結果:

Inspector signature 検査者の署名:

Next examina�on date 次の検査日:

Date 日付:

Examina�on results 検査結果:

Inspector signature 検査者の署名:

Next examina�on date 次の検査日:

定期検査フォーム

製品情報 検査記録



スイベル

100% Recycled paper

JP

本説明書は、製品の正しい使用方法および技術情報が記載さ
れます。この製品を使用する活動（登山やクライミングを含
める個人墜落防止用システム）には危険が伴い、致命的な事
故につながる可能性があります。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、理解する必要があります。製
品の正しい使用方法についての指導を受け、製品の性能と使
用制限を身に付け、そして潜在的な危険性を十分に理解して
から行動を取ることができる使用者のみ製品の使用が認めら
れます。使用者は通常の状態や緊急時では、健康状態（身体
的および精神的）が悪くなると、重度の傷害や死亡につなが
る場合があることを注意し、意識する必要があります。すべ
ての責任を取れない場合は、製品を使用しないでください。
使用者は製品を使用する間に困難があるとき、より効果的に
救援計画を実施できるように、事前に救援計画を準備する必
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。
この文書は目的地の公式的国語で提供されるべきであり、使
用中の製品と一緒に保管する必要があります。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

本製品を使用するとき、説明書を読み、理
解する必要があります。

個人用防護具（PPE）のEN 354:2010（ランヤード）に準じるスイベルは、
EN 365:2004に準じる必要があります。登山やクライミングを含める個
人墜落防止用システム中の連結部分や構成として使用するために設計さ
れます。スイベルは使用者を一人しか支えることができません。適合宣
言書はwww.gmclimbing.comで確認できます。
主な素材：アルミニウム、スチール
一般的安全事項
製品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
は絶対にしてはいけません。
製品の作業温度範囲は-40°C～+50°Cまでです。
力の吸収、終端および連結器具を含めるランヤードの全長は2mを超えて
はいけません。
墜落の危険があるときに、ランヤードの緩みを避ける必要があります。
墜落を避けるために、墜落危険性のある場所ではランヤードの長さを
調整してはいけません。
スイベルを鋭利な縁部分や研磨材面から離れる必要があります。
アンカー
安全システム中のアンカーポイントはEN 795の標準に準じる必要があ
り、少なくとも12kN（約1223kgf）の力を耐える必要があります。墜落
距離を減少し、揺れることを避けるように、アンカーポイントは使用
者の上に垂直に設置する必要があります。
墜落防止の追加情報
EN 361に準じるフルボディハーネスは、墜落防止システムで唯一に認
められるボディ保持装置です。墜落防止システムでは、力を吸収しな
いランヤードを使用してはいけません。墜落するときに、地面に衝撃
を与えないことや、墜落経路に障害物が当たらないように、使用者の
下に一定的な空間を確保することが絶対必要です。

使用者の生命安全のため、器具が使用可能で完全に機能できることを
確認する必要があります。少なくとも12ヶ月に1回資格のある人に詳
細な検査を受けることを推奨します。検査の頻度は現行の関連法律、
使用条件（頻度および使用環境）に基づきます。
定期検査フォームに製品名とモデルID、製造業者の連絡先、バッチID、
製造/購入/最初の使用/次の定期検査、検査の詳細情報（問題、コメン
ト）、検査と担当者の名前と署名を記録します。
使用の前後
スイベルの表面と軸を通して目視で検証します。腐食、摩耗、割れ目、
変形、損傷などがないように確認します。
スイベルの二つの部分が互いに自由に回転できることを確認します。
製品マーキングのレタリングを確認します。
使用中
同じシステムにあるスイベルと他の器具の状態を定期的に点検します。
すべての器具は正しく配置で、正しく連結されることを確認します。正
しい荷重方向など。

GM CLIMBINGに権限を与えられない限り、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
汚れた製品を清浄水（30℃以下）に浸し、手で洗い、またブラシで柔
らかく洗います。その後、清浄水ですすぎ、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。
潤滑
潤滑は製品の金属部分のみ適用します。製品の移動できる部分を潤滑
剤（多くの場合はシリコンベースオイル）を使い、潤滑します。クリ
ーニングの後、潤滑することを推奨します。
保管 - 運送
涼しく換気の良い場所に製品を保管します。すべての熱源、直射日光
（UV）、高湿度、鋭利な縁部分、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製品
にダメージを与える恐れがあり、それらの場所から離れて保管する必
要があります。化学製品や腐食性物質と接触すると、製品の性能を低
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。運
送中は保護バッグ/ボックスを使用し、振動を避けます。

金属製品の耐用年数は制限されません。
重要：本製品の耐用年数は摩耗や損傷により、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。初回の使用後でも、製品を廃棄する
ことがあります。
次の場合に製品を廃棄してください：
1.耐用年数を超える場合；
2.重大な事故を経験した場合；
3.化学製品や腐食性物質と直接接触した場合；
4.点検により使用不能と判断された場合；
5.完全な使用履歴が分からない場合。

本製品は、素材や製造上の欠陥などの不都合が生じた場合、三年間の修
理と交換を対応します。以下の場合では保証から除外します：通常の摩
耗や傷、酸化、改造、不適切な保管方法、メンテナンスの不備、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損傷。

1.製造業者：GM CLIMBING
2.CE1019：EC-タイプの検査と証明書を認証した機関。(VVUÚ, a.s. 
Pikartská 1337/7 716 07 Ostrava-Radvanice Czech Republic) 
3.EN 354:2010：欧州整合規格に準じる個人墜落防止備品 - ランヤード
4.スイベルのモデル番号
5.伸張強度
6.最大長さ
7.製造年/月
8.i-シンボル：製品の使用者は説明書を読むことを推奨します。

複数の器具を一緒に使用する場合、器具の安全機能が相互に妨害し、
危険が生じる可能性があることを注意する必要があります。使用者は
安全システム内のすべての器具の使用説明に従うことが非常に重要で
す。スイベルは同じシステム中にあるほかの器具との素材、強度、形
状、サイズなどに適合することを確認します。個人墜落防止用システ
ムを使用する場合、スイベルと一緒に使用する器具は欧州連合指令と
標準に適合する必要があります。例、コネクターはEN 12275。
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