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ロープ 組立説明書（2ALF） 
このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  

 

図 3 

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。 3. B 点のロープ通し方 

●適合表   A 点よりロープを引っ張ってきて、図 3 

ご購入されたロープが、下記に表に適応しているかご確認ください。 のように、B 点にある動滑車の下側から 

製品記号 適応機種 ロープ長さ テープの色 差し込み、上側へ通してください。 

ALF-PA1A 2ALF-52 7.1m 緑色  

ALF-PA2A 2ALF-66 9.1m 灰色  

ALF-PA3A 2ALF-72 10.0m オレンジ色 4. C 点のロープ通し方 

 
図 4 

ALF-PA4A 2ALF-80 10.9m 黒色  B 点よりロープを引っ張ってきて、図 4 

ALF-PA5A 2ALF-93 13.1m 青色 のように、C 点にある定滑車の上側から 

ALF-PA6A 2ALF-107 14.8m 黄色 差し込み、下側へ通してください。 

1. ロープを準備する。   

ダンボールケースからロープを取り出してください。  

次に図 1 のように上はしごが上になるように二連はしごをセットしてください。 5. D 点のロープ結び方 

 
図 1 

 通してきたロープの先端を図 5 のように 

 

図 5 

結んでください。 

 

最後に、ロープを引っ張り、結び目に 

ゆるみがないか、簡単に解けないかを 

確認してください。 

2. A 点のロープ結び方   

定滑車にある A 点のロープ固定部に、図 2 のように①→②の順に結んでください。 ピカ コーポレイション 

 
図 2 
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ＰＡＲＴ Ｎo． 731440413100

ロープ 組立説明書（２PRO）
このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

図 2

●適合表 2. Ａ点のロープ結び方

ご購入されたロープが、下記に表に適応しているかご確認ください。 図 2 のように、ロープを上部定滑車に

製品記号 適応機種 ロープ長さ テープの色 通し、抜けないように結んでください。

PRO-PA1B 2PRO-53B 8.10m 黒色

PRO-PA2B 2PRO-60B 9.12m オレンジ色

PRO-PA3B 2PRO-73B 11.17m 青色

PRO-PA4B 2PRO-80B 12.18m 黄色

PRO-PA5B 2PRO-93B 14.22m 緑色

図 3

PRO-PA6B 2PRO-100B 15.24m 灰色 3. B 点のロープ通し方

Ａ点で上部定滑車に結んだロープを

1. ロープを準備する。 Ｂ点のＷ動滑車まで持ってきて、図 3

ダンボールケースからロープを取り出してください。 のように滑車の上側から下側に通して

次に図 1 のように上はしごが上側になるように二連はしごをセットしてください。 ください。

図 1

図 4

4. Ａ点のロープ通し方

  Ｂ点でＷ動滑車に通したロープをＡ点

の上部定滑車まで持ってきて、図 4 の

ように、滑車の下側から上側に通して

ください。

（１） （２）



ロープ 組立説明書（２PRO）

5. Ｃ点のロープ通し方

図 5

最後にロープを引っ張り、はしごの伸縮に問題がないか、ロープの結び目に

  Ａ点で上部定滑車に通したロープを 緩みがないか、簡単に解けないかを確認してください。

Ｃ点の下部定滑車まで持ってきて、 ※ロープを張り過ぎると、はしごの伸縮が円滑に行えない場合がありますので、

図 5 のように滑車の上側から下側に 結び目を調整してください。

通してください。

6. Ｂ点のロープ通し方

図 6

Ｃ点で下部定滑車に通したロープを

Ｂ点のＷ動滑車まで持ってきて、図 6

のように滑車の下側から上側に通して

ください。

7. Ｃ点のロープ結び方

図 7

Ｂ点でＷ動滑車に通したロープをＣ

点の下部定滑車まで持ってきて、図 7

のように下部定滑車に結び付けてくだ

さい。このとき、ロープがたるまない

ように注意して結んでください。 ピカ コーポレイション
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ＰＡＲＴ Ｎo． 731440410100 

ロープ 組立説明書（３ＣＳＭ・３ＥＸ） 
このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。   

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。   

●適合表  3. B 点のロープ通し方  

 

 

 

 

図 3 

ご購入されたロープが、下記に表に適応しているかご確認ください。 Ａ点で定滑車に結んだロープを 

製品記号 適応機種 ロープ長さ(白) ロープ長さ(白緑) テープの色 Ｂ点の動滑車まで持ってきて、図 3 の 

CSMA-PA7A 3CSM-67、3EX-70 7.78m 7.4m 黄色 ように滑車の下側から上側に通して 

CSMA-PA8A 3CSM-77、3EX-80 8.95m 8.95m オレンジ色 ください。 

CSMA-PA9A 3CSM-87、3EX-90 9.8m 10.2m 青色  

●上はしご～中はしごのロープ取付方   

1. ロープを準備する。 4. Ａ点のロープ通し方  

 

 

 

 

図 4 

ダンボールケースからロープ（白緑）を取り出してください。   Ｂ点で動滑車に通したロープをＡ点 

次に図 1 のように上はしごが上側になるように三連はしごをセットしてください。 の定滑車まで持ってきて、図 4 の 

 

 

 

 

 

 

図 1 

ように、滑車の上側から下側に通して 

ください。 

 

  

5. D 点のロープ結び方  

 

 

 

 

 

図 5 

通してきたロープの先端を図 5 のよう 

に結んでください。 

  ロープを引っ張り、結び目にゆるみが 

2. Ａ点のロープ結び方  ないか、簡単に解けないかを確認して 

図 2 のように、ロープを定滑車に  ください。 

通し、抜けないように結んでください。  

 

図 2 

 

 
 

 

（１） （２） 



ロープ　組立説明書 (LNT)
このたびは、 本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

正しく組立てていただくため、 組立てになる前にこの組立説明書をよくお読みください。

１． 適合表

製品記号

ご購入されたロープが、 製品に適合しているかご確認ください。

２． ロープの結びかた

「もやい結び」 と 「固め止め結び」 を使用します。

も
や
い
結
び

固
め
止
め
結
び

適合機種 テープの色白ロープ長さ緑線ロープ長さ

LNT-PA1 LNT-50A 赤3.39m5.00m

LNT-PA6 LNT-100A 白6.88m10.18m

LNT-PA5 LNT-90A 黒6.17m9.14m

LNT-PA4 LNT-80A 若草5.46m8.10m

LNT-PA3 LNT-70A ピンク ・ 茶4.75m7.06m

LNT-PA2 LNT-60A 空4.08m6.03m

（１）（４）

731440412413
P18.05



３． 緑線ロープの組立てかた

①下はしご上部滑車横にある金具にロープを

　 通して踏ざんを一周し、 もやい結びをします。

②下はしご踏ざんと、 中はしご踏ざんの間に

　 ロープを通して中はしご下部滑車に矢印方

　 向から通します。

④下はしご上部滑車にロープを通します。

⑤取手横の金具にロープを通し、 固め止め結び

　 をします。

（２） （３）

③下はしご踏ざんと、 中はしご踏ざんの間に

　 ロープを通して折り返してきます。

４． 白ロープの組立てかた

①上はしご下部の金具にロープを通して踏ざんを

　 一周し、 もやい結びをします。

②中はしご踏ざんと、 上はしご踏ざんの間に

　 ロープを通します。

⑤取手横の金具にロープを通します。 ⑥固め止め結びをして完成です。

③中はしご上部滑車にロープを通します。 ④ロープを写真の位置から表に出します。

金具

上はしご踏ざん

（はしご裏面）

上はしご 中はしご 下はしご

滑車

金具

踏ざん

もやい結び

滑車

中はしご踏ざん

下はしご踏ざん

中はしご踏ざん

下はしご踏ざん 滑車

金具

固め止め結び

取手

上はしご踏ざん 白ロープ 中はしご踏ざん

この２本の間白ロープ

下はしご

白ロープ滑車中はしご

白ロープ

金具

取手

緑線ロープ

最後にロープを引っ張り、 はしごの伸縮に

問題がないか、 ロープの結び目にゆるみが

ないか、 簡単に解けないかを確認してください。

白ロープ
※白ロープは、 はしご
を縮めた状態で金具か
ら結び目まで 25cm 以
上必要です。

固め止め結び

金具



ＰＡＲＴ Ｎo． 731440401100 

ロープ 組立説明書（EX） 
このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。   

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。 3. B 点のロープ結び方 

●適合表  A 点で滑車の下側から出てきたロープの端を、B 点まで持っていき、はしご支柱の 

ご購入されたロープが、下記に表に適応しているかご確認ください。 外側からロープを差し込み、図 3 の①→②→③の順に結んでください。 

製品記号 適応機種 ロープ長さ テープの色 

 

図 3 

EX-PA1A (2)EX-50 5.1m 若草色 

EX-PA2A (2)EX-60 5.8m ピンク色 

EX-PA3A (2)EX-70 7.1m 赤色 

EX-PA4A (2)EX-80 7.8m 茶色 

1. ロープを準備する。  

ダンボールケースからロープを取り出してください。 

次に図 1 のように上はしごが上になるように二連はしごをセットしてください。  

 
 

図 1 

4. C 点のロープ結び方 

 B 点に差し込んだロープの端とは、反 

対側のロープの端を、図 4 のように結ん 

でください。 

最後に、ロープを引っ張り、結び目に 

ゆるみがないか、簡単に解けないかを 図 4 

 

 

確認してください。  

2. A 点のロープ通し方   

図 2 のように、ロープを滑車の下側か ピカ コーポレイション  

ら上側にかけて、矢印方向に通してくだ 本社 〒577‐0013 大阪府東大阪市長田中 4－4－10 

さい。 ナビダイヤル 0570-064065 （土日・祝祭日を除く 9：00～17：00 まで） 
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 図 2 本書の無断転載を禁じます。 P17.10 

 


