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A. 概要説明 

 

(1) 構成機器の名称と形状 

  

図 5 ケーブルガイド 
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(2) Lad-Saf のトップブラケットへのケーブル、ショックアブソーバー、

クランプの取付要領 

 

 

 

 

・ クランプ/.ワッシャーをショックアブソーバーから引き抜く 

・ ケーブルをトップブラケットのパイプの下から差し込み、ショックアブソーバー

を通してクランプの下部末端に取り付けられている黄銅製キャップに差し込みケ

ーブル末端がクランプの頭から２～４㎝ 飛び出すまでそのまま押し込む。この時

押しすぎて４㎝以上飛び出さないようにクランプの頭にストッパーのようなもの

を当てて押さえておくことを推奨します。クランプを通ったケーブルは落下方向

にはクランプ内のストッパーが働き抜けなくなります。 

注意： ケーブルの末端の切断面は鋭利になっておりますので必ず皮製の丈夫な手 

袋で手を保護してください。又、ケーブルはループ解くときに跳ねる可能 

性がありますので保護メガネ等を使用し周囲の安全を十分に確認してか 

ら徐々にループを解いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クランプ/ワッシャー/ショックアブソーバー 

ワッシャー クランプ 
ショックアブソーバー 

この飛び出しは２～４cm とする 

パイプへ収納しキャップをする 

トップブラケット 

キャップ 

パイプ 
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Lad-Saf ボトムブラケットでのワイヤーの張力調整要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張力表示器 

ワッシャー 

ワイヤークリップ 

ナット 

ロックナット 

ワイヤー 

この張力表示器の下部リングがつぶ

れるまでナットを締め、ロックナット

で固定する(写真はまだつぶれていな

い状態)。締めすぎないように注意。 

ボトムブラケット 

テンションロッド 

この部分

を 1ケ所

付属クラ

ンプで梯

子の踏ざ

んに固定

する 

この部分

も必ず梯

子の踏ざ

んに固定

する 
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B 取扱説明 

1.0  アプリケーション 

1.1 目的 

当製品は、固定梯子等を登っている最中の墜落を防止するものです。当製品は、固定梯

子等へ取付けます。例えば、貯水タンク、アンテナ、タワー、ビル等に設置されている

梯子に取付けます。 

 

1.2 制限 

伸縮梯子等の持ち運び用の梯子には取り付けられません。また、当製品は水平面から 75

度以上の角度がある梯子に取付けます。当製品を取付ける前に、下記の制限事項をご理

解ください。 

 

a)  梯子の構造 

  当製品を取付ける梯子は、墜落が起きた時の荷重に十分耐えられるものであること。 

 

b)  人数と重量 

   トップブラケットの固定箇所の数により同時使用可能人数は 1 人、2 人、4 人になり 

ます。後述の 3.3 トップブラケットの取付けをご参照願います。 

 

c)  墜落時のクリアランス 

   墜落時にユーザーの足先から地上レベルあるいはそれと同様の平面までの距離を 

2m以上確保する。 

 

d)  周囲の環境 

   当製品を後述するような環境下で使用する場合、ユーザーの負傷や製品へのダメー 

ジの予防策を徹底して下さい。例：溶接等による高温、腐食剤、海水、高圧線、有 

毒ガスや爆発性ガス、機械、鋭利な刃 

 

e)  互換性 

   当墜落防止システム（LAD-SAF）は、1 つのシステムとして運用するので、DBI-SALA 

社のケーブルスリーブ以外の安全装置を当システムに組み込むことはしないで下さ 

い。前面に当システムと接続可能なリングのついたフルボディハーネスの利用を推 

奨します。腰ベルトタイプの安全帯は、墜落が発生した場合、保持されているのが 

胴部のみのため、身体へのダメージが大きくなる可能性がありますので使用しない 

でください。ユーザー自身での改造・部品の交換は行わないで下さい。 

 

※注意：LAD-SAF システムと他の昇降補助安全システム（例：安全ブロック）等を使 

用する場合はその昇降補助安全システムの適正な使用方法を十分に確認してく 

ださい。接続の組み合わせによっては墜落防止の機能に欠陥が生じることが 

あります。LAD-SAFのシステムで使用されているスリーブを接続しているフ 

ルハーネスの D-リングには他の昇降補助安全システムを接続しないでくださ 

い。これらを順守しない場合、重大な事故に繋がる可能性があります。 
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f)  トレーニング 

   当システムは、当製品を使用するにあたってトレーニングを受けた人が設置し使用 

することを前提としています。 

 

1.3 固定梯子用安全具に関する情報は、各地域の法律や規格を参照して下さい。 

 

2.0 システム要件 

2.1 サブシステムや構成品との互換性 

当製品は DBI-SALA 社が認証した構成品やサブシステムとともに使用することを想定

して製造されています。認証を受けていない部品やサブシステムを使用した場合、互換

性がなく、墜落防止システムの安全性と信頼性に影響を与える可能性があります。 

 

2.2 コネクタとの互換性 

当システムで使用されているコネクタ（フック、カラビナ、D リング）は、22.2kN の

荷重に耐えるものを必ず使用して下さい。接続部とフックの互換性に注意を払って下さ

い（説明書のセクション 4.4 を参照下さい）。互換性のないコネクタは、不意にゲートが

開く場合があります。コネクタは、サイズ・形・強度の点で互換性を必要とします。オ

ートロックコネクタの使用を強く推奨します。 

 

2.3 ブラケットの接続と梯子のための負荷 

当製品が設置される梯子は、当製品を設置することによる荷重に耐えられなければなり

ません。ブラケットにかかる荷重は、梯子の踏ざんに接続されたアタッチメントの数に

等分されると想定されます。例えば、当システムのブラケットが 3点で接続されている

場合、1 人のユーザーが使用した場合、踏ざん 1 か所につき 5.0kNの荷重に耐える必要

があります（３ケ所で 15kN）。 

 

A. トップブラケット 

  トップブラケット接続部には、ブラケット自体の荷重と墜落防止時の荷重がかかりま 

す。トップブラケットにかかる荷重は、一度に許容されるユーザーの数、トップブラ 

ケットの型、接続方法によって異なります。 

※当墜落防止システムは、踏ざんへの固定点数により一度に 1 人～4 人が使用可能です 

（最大 1人の場合 15.0kN、2人の場合 19.3kN、3人の場合 23.7kN、4人の場合 28.0kN 

の荷重がかかります）。 

 

B. ボトムブラケット 

  ボトムブラケット接続部にはシステムを設置することによる荷重 3.3kN がかかるの 

で、それに耐える強度が必要になります。 

 

3.0 設置 

3.1 LAD-SAFシステムの設置手順は下記の通りです。 

   Step 1. トップブラケットを取付ける 

   Step 2. ケーブルをトップブラケットに取付ける 

   Step 3. ケーブルガイドを取付ける 
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   Step 4. ボトムブラケットを取付ける 

   Step 5. ケーブルを張る 

   Step 6. 設置工事の検査 

事前に設置計画を立てることで、安全性の向上に繋がります。 

 

※注意：LAD-SAF システムを設置する際には、各種安全具（保護メガネ、安全靴等） 

を身に着けて下さい。また、設置の際に墜落の危険がある場合、墜落防止シス 

テム等を使用して下さい。また、LAD-SAF システムの近くに電線がある場合も 

十分に注意を払って下さい。LAD-SAF ケーブルは電導性です。LAD-SAFシス 

テムの設置が完了していないときに、ハーネス等を接続しないで下さい。 

 

3.2 溶接 

DBI-SALA 社は、認定を受けた溶接工が国の規格等に沿って溶接することを推奨しま

す。溶接資機材は亜鉛引に適合するものを使用して下さい。溶接後、腐食から守るた

めにコーティングやペイントを行って下さい。 

 

3.3 トップブラケットの取付け 

トップブラケットを取付ける前に、技術者が固定梯子が墜落防止システムの要求する荷

重に耐えられるか検証されることを推奨します。 

 

梯子への取付け： 

梯子へのトップブラケットの取付けを図 8に示します。トップブラケットの位置を決め

る際は、ユーザーが当墜落防止システムに接続・取り外しする時に安全が担保されるよ

うな位置にします。通常、トップブラケットは梯子の中央に取付けられますが、梯子の

中央からずれた位置に取付ける場合もあります。 

 

・トップブラケットの踏ざん固定部の一番上から最大約 1.2mトップブラケットを伸ば 

した場合、1 人のユーザーのみ利用可能です。この場合トップブラケットは踏ざん２ 

つに固定されます。トップブラケットが取り付けられた 2 つの踏ざんが 15KNの荷重 

に耐えられることを確認して下さい。 

 

・トップブラケットの踏ざん固定部の一番上から最大約 90cm トップブラケットを伸ば 

した場合、最大 2 人のユーザーが同時に使用することができます。この場合トップブ 

ラケットは踏ざん 3 つに固定されます。トップブラケットが取り付けられた 3 つの踏 

ざんが 19.3KN の荷重に耐えられることを確認して下さい。 

 

・トップブラケットの踏ざん固定部の一番上から最大約 60cm トップブラケットを伸ば 

した場合、最大 4 人のユーザーが同時に使用することができます。この場合トップブ 

ラケットは踏ざん 4 つに固定されます（標準ではブラケットは 3 ケ供給されます。4 

ケ必要な場合は 1ケを追加購入願います）。トップブラケットが取り付けられた 3つ 

の踏ざんが 28KN の荷重に耐えられることを確認して下さい。 

 

※注意：最下部のクランプはブラケットを挟むように取り付けて下さい。このクランプ 

を取付けないとブラケットが固定されず大変危険です。 
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墜落時のスィング： 

墜落防止システムとユーザーの接続部がハーネス真上から左右にずれていると、墜落時

に左右にスィングします。このような墜落の場合、重大な事故の原因になりますので左

右へのズレは最小限（30ｃｍ以下）に抑えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ケーブルの取付け 

※注意：ケーブルとクランプが汚れた状態で取付けないで下さい。システムの適切に動

作しなくなる場合があります。 

 

A. 亜鉛引ケーブルの取付け 

 (1)ケーブルを地面の上に伸ばします。墜落防止システムを設置する場所や条件により、

ケーブルを上から下に降ろして取付ける方法が簡単な場合があります。その場合、ケー

ブルをねじらないように降ろして下さい。また、ケーブルを落下させないで下さい。 

ケーブルのダメージの有無を確認して下さい。ダメージがある場合は取付けないで

下さい。 

※注意：ケーブルは非常に硬いので、予期せずコイルから勢いよく飛び出す可能性

があります。コイルからケーブルを引き出すときは、十分注意し、安全具（作業用手

袋や保護めがね等）を着用して下さい。 

 

(2)図 7 にケーブルをトップブラケットに収める様子を示しています。ケーブルの先端

によじれやほつれがないことを確認して下さい。トップブラケットのパイプとショッ

クアブソーバーにケーブルを通します。ワッシャーとクランプをケーブルに通します。
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クランプから 2.5cmから 4cm ケーブルが出るように取り付けて下さい。 

 

※注意：上記の数値以上にケーブルがクランプから出てしまうと、キャップを取付け 

られなくなってしまいます。もしパイプの末端以上にケーブルが出てしまった 

場合、その部分を切断して下さい。クランプをケーブルから取り外すとクラン 

プにダメージを与える場合がありますので、ケーブルを取り外さないで下さい。 

 

トップブラケットの下からケーブルを引き、クランプをショックアブソーバーの中に

入れます。トップブラケットにキャップを被せます。 

 

3.5 ケーブルガイドの取付け 

ケーブルガイドを取付けることで、梯子で擦れてケーブルが傷つくことから守ります。

また、梯子の昇降の際にユーザーが左右へ振られることも防止します。ケーブルガイド

はトップブラケットとボトムブラケットの間におよそ 8m 以下の間隔で取付けます。あ

るいは、ケーブルが梯子に擦れると想定される場所にケーブルガイドを取付けて下さい。

風の強いことが予想される場所では、L字型のケーブルガイドが必要な場合があります。

L字型のケーブルガイドの取付けは、開口部を互い違いにして取付けます。 

 

梯子への取付け： 

図 8 にケーブルガイドの梯子への取付けを示します。ケーブルガイドの取付けは、同封

の留め具で行って下さい。他の留め具で取付けないで下さい。トルクで 27.1～33.9 N-m

の強さに締めます。 

 

 

3.6 ボトムブラケットの取付けとケーブルの調節 

ボトムブラケットを取付ける前に、2.3 に述べられたように梯子の強度が十分にあるか

責任者が確認して下さい。 

※墜落防止システムの全長や環境等の条件により、定期的にケーブルの張力を調整して 

ワイヤークリップ 

ロックナット 

図 8 ケーブルガイド 
図 9 ボトムブラケットの取付 
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下さい。ケーブルの張力調整が必要な場合、張力表示機はその都度必要となりますの 

で別途ご購入下さい。 

 

A. ボトムブラケットの取付け 

梯子への取付け： 

図 9 にボトムブラケットの取付けを示します。U ボルトを使用して取付けるタイプとボ

ルトとクランププレートを使用して取付けるタイプがあります。ボトムブラケットを取

付ける位置は、ユーザーが安全に墜落防止システムにアクセス出来る位置に取付けます。

ボトムブラケットは、トップブラケットと直線状になるように取り付けて下さい。 

 

※注意：最下部のクランプはブラケットを挟むように取り付けて下さい。このクランプ 

を取付けないとブラケットが固定されず大変危険です。 

 

クランプを同封の金具で取付けます。それ以外の金具で取付けないで下さい。トルクで

27.1～33.9 N-m の強さに締めます。 

 

又、図 9にテンションロッドのアッセンブリを示します。ワイヤアークリップをゆるめ

てテンションロッドをケーブル下方へスライドさせ、ブラケットの穴に通します。張力

表示器、ワッシャー、ナットが取り付けられる長さまでテンションロッドを通します。

ワイヤークリップからケーブルを引っ張り、ケーブルのゆるみをなくします。ワイヤー

クリップをトルクで 47.5 N-m の強さに締めます。ナットを張力表示器のリングがつぶ

れるまで締めます。テンションロッドに少量のグリースを塗布することにより、ケーブ

ルを張る時に必要なナットの締め付け力を低減されることができます。もしケーブルが

十分にテンションロッドより引き出されていない場合、再度ワイヤークリップからケー

ブルを引いて下さい。ケーブルの張りが適切な値に届いた時は、ロックナットを締めま

す。ワイヤークリップ直下に伸びた余分なケーブルを切断します。 

 

3.7 初期導入後の検査 

A.  鋼鉄製のワイヤーでインストール＆サービスラベルを梯子の目立つ場所に取付け 

ます。ラベルを取付ける前に、取付けた日付と同時に使用可能な人数を適切な場所 

に記入します。金属製のスタンプでラベルに印をつけます。当マニュアルのシステ 

ム証明情報を記録します。 

 

B. 当システム設置後、下記の手順で検査を実施して下さい。 

① 全ての締め金具が正しく締められていることを確認する 

② ケーブルが適切に張られていることを確認する。ケーブル下部がボトムブラケット 

で固定され張られていない場合、当システムを使用しないで下さい。 

③ トップブラケットのクランプ上部から 2.5から 4cmほどケーブルが出ていることを 

確認する。 

④ ケーブルが梯子で擦れていないことを確認する。 

⑤ 当システムの情報がラベルと検査記録に記入されていることを確認する。 
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4.0 使用 

4.1 使用する前に 

毎回の使用の前に、当取扱説明書の 5.0 に従って検査を行って下さい。墜落防止システ

ムの状態が良くない場合、使用しないで下さい。ラベルのマークから、1 年以内に正式

な検査が実施されていることを確認して下さい。不良個所の見つかったシステム、ある

いは不適切に管理されていたシステムは使用しないで下さい。メーカーの指示に従って

ケーブルスリーブ、ハーネスの検査を実施して下さい。 

 

4.2 計画 

当システムの使用を開始する前に、安全に影響する全ての項目を考慮して下さい。重要

なポイントを下記に述べます。 

・同時に使用する人数を考慮して当システムを評価 

・当システムとの接続・取り外しの時の危険性を考える。適切なアンカーポイント、梯 

子から降りた後の足場等。 

・当システムの使用環境が与える影響について考慮する。高温、電気、ケミカルハザー 

ド、機械。 

・墜落時にユーザーの足と地面が 2m 以上離れることが必要です。ただし、梯子昇降時 

のはじめとおわりでは 2mの距離を確保できない場合があります。ボトムブラケット 

よりも低い位置での昇降は、十分な注意を払って下さい。 

・梯子を上る際に、工具等を手に持たずに上って下さい。また、身に着けている工具が 

落下しないように注意して下さい。自身の体調や体力を考慮した上で梯子を昇降して 

下さい。長い梯子の場合、休憩をはさんでください。強風や悪天候の時は、梯子を昇 

降しないで下さい。 

・墜落発生時のために、救助計画を事前に立ててください。また、ユーザーが救助でき 

る計画を立ててください。 

 

4.3 トレーニング 

ユーザーと購入者は、説明書の内容・動作の特性・システムの制限・不適切な使用をし

た場合の危険性をよく理解した上で当システムを使用して下さい。ユーザーと購入者は

正しい利用方法とケア方法のトレーニングを行って下さい。 

 

 

5.0 検査 

5.1 検査頻度 

・毎回の使用前検査：目視でフルハーネス、スリーブ、LAD-SAF システムの取付け、

梯子の構造の検査を実施。セクション 5.2 を参考にして、詳しい検査を行って下さい。

ラベルを確認し、毎年点検が行われていることを確認して下さい。もし墜落防止システ

ムの状態に不安がある場合、使用しないで下さい。 

・点検：スリーブ、当墜落防止システム、梯子は責任者（ユーザーを含まない）が必ず

毎年実施して下さい。5.2と 5.3で詳細を確認して下さい。 

・墜落後：墜落発生後は当システムに接続する全ての安全具を上記と同様に、責任者が

点検を行って下さい。点検期間中は、代替の墜落防止システムを使用して下さい。5.2、

5.3、5.4をご参照願います。取扱説明書の最後にある検査メンテナンス記録に結果を記
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録して下さい。 

 

5.2 検査ガイドライン 

A. トップブラケット： 

・適切な取付けが出来ているか確認する（上記 3.3と 3.4を参照）。 

・目視で確認できるダメージや腐食がないか確認する。ひび割れ、曲がり、摩耗等墜落 

防止システムの健全性に影響のあるダメージを確認する。溶接部分にひび割れがない 

か確認する。いずれかのダメージが見つかった場合、交換して下さい。 

・トップブラケットと梯子を接続している締め金具にゆるみやなくなったものがないか 

確認する。緩んでいる場合、締めなおす。締める強さは、トルクで 27-34 N-m（3/8 

インチ締め金具）、1/2 インチ締め金具の場合は、54～61 N-m で締める。 

・クランプを検査します。ケーブルがクランプより 2.5 から 4cm出ていることを確認し 

ます。この範囲に収まらない場合は、調節して下さい。ワッシャーがクランプとショ 

ックアブソーバーの間にあることを確認して下さい。 

・パイプの内部をのぞき、ショックアブソーバーにひびや裂け目の有無を確認します。 

トップブラケットの下からショックアブソーバーの下端が出ていることを確認して 

下さい。いずれかのダメージが見つかった場合、交換して下さい。 

・トップブラケット上部のキャップを検査します。ひび割れやダメージがないか確認し 

て下さい。キャップがトップブラケットにフィットすることを確認して下さい。何か 

ダメージが見つかった場合、交換して下さい 

 

B. ボトムブラケット： 

・適切な取付けが出来ているか確認する（セクション 3.6を確認）。 

・ダメージや腐食がないか確認する。ひび割れ、曲がり、摩耗等墜落防止システムの健 

全性に影響のあるダメージを確認する。ダメージが見つかった場合、交換して下さい。 

・ボトムブラケットと梯子を接続している締め金具にゆるみやなくなったものがないか 

確認する。緩んでいる場合、締めなおす。締める強さは、トルクで 27～34 N-m（3/8 

インチ締め金具）、1/2 インチ締め金具の場合は、54～61 N-m で締める。 

・テンションロッドのワイヤークリップがケーブルを保持していることを確認して下さ 

い。ワイヤークランプのトルクが 47 N-mであることを確認して下さい。いずれかに 

不足があった場合、交換する、もしくは締め直してください。 

 

C. ケーブルガイド： 

・ケーブルガイドのダメージの有無を確認します。黒のウレタンカバーに摩耗やダメー 

ジがないか確認して下さい。ケーブルガイドによりケーブルと梯子が接触していない 

ことを確認します。ケーブルガイドが 8m 以下の間隔で設置されていることを確認し 

ます。いずれかに不足があった場合、交換して下さい。 

・ケーブルガイドの締め具がケーブルガイドを適切な位置に固定していることを確認し 

ます。緩んでいる場合、締め直して下さい。 

 

D. ケーブルとケーブルの張り： 

・ケーブルに腐食、よじれ、ダメージ等、ケーブルの強度とケーブルスリーブの動きを 

妨げるものがないか確認します。また、ワイヤーに摩耗やストランドが破断していな 

いか確認します。梯子への接触によってケーブルが擦り減っていないか確認します。 

いずれかのダメージが見つかった場合、ケーブルを交換して下さい。 
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・ケーブルの張りを確認します。張力表示器がつぶれるまでナットが締まっていること 

を確認して下さい。テンションロッドが素手で引っ張れないことを確認して下さい。 

ケーブルが梯子と接触しない程度に張られていることを確認して下さい。緩んでいる 

場合、張力調整をして下さい。その場合は新しい張力表示器に取り換えることを推奨 

します。張力表示機がつぶれるまで締めて下さい（強く締めすぎないで下さい）。 

 

E. 設置とラベル 

・ラベルの取付けと記録がされていることを確認して下さい。墜落防止システムを設置 

した日付と同時に使用できる人数をラベルに明記されていることを確認して下さい。 

検査日も記録して下さい。 

 

F. 梯子 

・当墜落防止システムが取り付けられる梯子が、問題なく昇降できる状態であることを 

確認して下さい。疑わしい点があれば、梯子の安全性に精通した責任者に意見を求め 

て下さい。 

 

5.3 検査ガイドライン（ケーブルスリーブ） 

ケーブルスリーブの取扱説明書を参考にし、検査を実施して下さい。 

 

5.4  

検査の結果、墜落防止システムかスリーブに欠陥が見つかった場合、使用を中止し購入

元に連絡して下さい。 

 

 

6.0 メンテナンス、サービス、保管 

6.1  

当システムは、特に定期的な部品交換等のメンテナンスを必要とするものではりません

が定期的な検査は実施してください。検査に関しては、5.0検査 を参照して下さい。ケ

ーブルが油で汚れた場合、亜鉛引き材に影響を与えない適切な溶剤で拭いて下さい。酸

性、腐食性の化学薬品は亜鉛引きケーブルにダメージを与えるので使用しないで下さい。 

 

6.2  

スリーブの洗浄方法のひとつとして、日常の生活洗剤で洗い、温水で洗い流すという方

法があります。回転部の動きが固い場合は微量のミシン油をさしてください（注意：ケ

ーブルに接する部分は油がつかないように十分に注意してください）。 

ケーブルスリーブは、涼しく乾燥した汚れる心配のなく、直射日光のあたらない場所で

保管して下さい。化学薬品の雰囲気は避けて下さい。長期の保管後は、細部まで検査を

実施して下さい。 

 

 

7.0 仕様 

7.1 

全てのブラケット、ケーブルガイド、ケーブル、締め具は亜鉛引またはステンレスで出
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来ています。当システムが取扱説明書どおりに設置された場合、下記規格を満たします。

OSHA、ANSI(ANSI A14.3)、CSA(Z259.2.1)、CE(EN 353-1:2002)、AS/NZS(AS/NZS 

1891.3:1997)。 

 

 

8.0 ラベル 

8.1 

 

図１１ ラベル 

 

①WARNING（警告）： 

メーカー発行の取扱説明書に従い、墜落防止システムを取付け、使用し、検査、メンテナ

ンスを行って下さい。メーカーの指示なしの、墜落防止システムの構成部品の交換は禁止

されています。適合性のないスリーブは使用しないで下さい。毎回の使用前に、目視で検

査を実施して下さい。少なくとも年に 1 度は取扱説明書に従って検査を行って下さい。当

警告に従わない場合、重大な事故に繋がる可能性があります。 

②System Capacity（墜落防止システムを同時に使用可能な人数） 

③Inspection（検査） 

④Date of Inspection（検査日） 

⑤Inspected by（検査を実施した人物） 

⑥Date of Next/Annual Inspection（次回の検査日） 

図 10 ラベル 


