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要保管

はじめにお読み下さい
　クライミングは一般的に他のスポーツに比べ、リスクの高いスポーツです。クライミング用品を使用してもクラ
イミングには潜在的な危険が伴います。ご自分自身の安全のため、クライミングを行うかどうかの判断はご自分で
下してください。本製品を使用する前には必ず本取扱説明書をよく読み、本製品の特徴や注意事項をよく理解して
使用してください。実際の使用の前には本製品の使用方法に十分に慣れることが必要です。また、クライミングに
際しては安全確保に対する幅広い知識が必要であることを認識し、考えられうる事故に備えなければいけないこと
を考慮してください。この取扱説明書はご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みいた
だいた後はいつでもご覧になれる所に保管してください。最新の情報や、その他の補足情報、及びその他の言語で
の取扱説明は、www.climbingtechnology.com にて確認してください。

 警告　本説明書の正しい取扱方法に従わない場合、死亡または重大な傷害を負う恐れがあります。

表示内容

　  危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容です。

　  警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

　  注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容です。

　  禁止：やってはいけないことを表しています。

ご使用に際しての注意事項＜必ずお読みください＞
この取扱説明書は、本製品をスポート（スポーツ）クライミングで正しく使用するための注意事項が書かれています。
誤った使用方法、不適切な使用方法は、死亡または重傷を負う恐れがあります。この器具を使用する人は、使用方
法を習熟しておく必要があります。使用者は使用方法（器具の使用方法および安全確保に関しての正しい措置）につ
いての充分な習得が必要です。多くの誤った使用方法がありますが、この説明書にはその誤った使用方法を一部の
み図解しています。本取扱説明書に記載のある正しい方法でのみ使用してください。他の方法による誤った使用方
法は禁止いたします。使用者はクライミング、岩登り等での実際の使用における生命および身体に対するリスクを
あらかじめ認識してください。正しい使用方法を習得しない、またはリスクを認識しない人、クライミング全般に
対する知識を有しない人や安全確保を行えない人は、本製品を使用してはいけません。製造元、販売店、輸入代理
店は、誤った使用方法や不適切な使用方法に起因するすべての事故に対し一切の責任を負いません。

本取扱説明書は、クライミング用品の正しい使用方法などについて説明を行うものです。それらに関する専門的用
語が用いられています。語句の内容が理解できない場合は本製品を使用せず、まずクライミング講習等を受講して
ください。またクライミングには安全を確保するための正しいロープワークが必要です。これらが行えない場合は
危険ですのでクライミングを行わないでください。

3年保証
MADE IN ITALY（イタリア製）
EN15151-2：2012 type2
登山用品／ビレイ・ブレーキデバイス

クライミングテクノロジー
クリックアップ プラス

クリックアップ プラス取扱説明書
製造元：イタリア・アルデザイン社
          （商標名：クライミング・テクノロジー）
輸入販売元：イワタニ・プリムス株式会社
                 東京都中央区八丁堀4-12-20
                 電話番号 03-3555-5605
商品名： クリックアップ プラス（クリックアップ プ

ラス本体、ロッキングカラビナのセット）
素材： クリックアップ プラス：アルミ合金製（一部プ

ラスチック部品を使用）／重量：110g、ロッ
キングカラビナ：アルミ合金製

（別売品）
岩登り用ロープとして日本で認定を受
けたダイナミックロープをご利用くだ
さい。EN892①UIAA準拠の8.5～
11.0mmシングルロープと組み合わせ
てお使いください。 警告

　 登山・クライミングの前や最中には、アルコール、向精
神薬、その他知覚、認知、バランス感覚、集中力に悪影
響を与える食品や薬品等を摂取しないでください。

 注意
　 説明書は見やすさを優先しており、素手で表記してあ
ります。実際の使用に際してはビレイヤーはクライミン
グのビレイ用手袋等を使用し、手を保護してください。
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本取扱説明書の表示記号
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Ⓑ-ブレーキ位置

Ⓓ-カラビナを制止する
スプリング

Ⓒ-手で握るロープ側を示す
イラスト

Ⓔ-ロッキングカラビナ
取付位置

Ⓟ-ゲート

Ⓞ-ロックスリーブ

Ⓐ-抵抗ロックカム

Ⓗ-後軸

Ⓕ-テコ部

Ⓖ-クライマー側を示すイラスト

Ⓡ-カラビナ本体

Ⓠ-ACLバー(カラビナ反転防止用)

Ⓘ-クライマー側のロープ位置

Ⓝ-末端側のロープ位置 Ⓜ-ロープ挿入位置

Ⓛ-ブレーキ用の切込み(誤使用時の緊急用)

Ⓢ-可動式のV-Proofパーテーション

1.表示 

2.各部の名称 

1）クライマーのイラスト　2）ロープを握っ
た手のイラスト　3）生産国　4）特許（請願
中）の文字　5）使用者は取扱説明書を読み使
用方法について熟知する必要があることを示
す図（本の形をしたイラスト）　6）UIAAの基
準に適合していることを示すUIAAの文字　
7）EN（ヨーロピアンノーム）認証番　8）適合
するロープの種類と直径　9）製造者または
その商号（CT ロゴ）　10）生産バッチ番号
11）生産工場での製造年を示す番号（06-
2018の場合、2018年6月に製造したこと
を表します）　12）商品名

図1

図2

3.使用前点検 
実際に使用する前に、すべてのクライミング用器具が最善の状態であることを確認してください。磨耗がひどかっ
たり、ひび割れが見られたり、亀裂が入っていたり、ささくれているような場合は使用を中止してください。ロー
プやカラビナと接触する箇所（特にブレーキ位置、抵抗ロックカム、カラビナを制止するスプリング、V-Proofパー
テーション）に深さ1mm以上の傷がないこと、V-Proofパーテーション、カラビナを制止するスプリングが抵抗な
くうまく可動することを確認してください。

 注意
　 万が一、V-Proofパーテーションが濡れや汚れのため、正常に動かない場合は、洗ったり注油したり
して正常に可動するようにしてください。



3

一般的な注意事項：本製品はクライミング用のロープを使用し、リードとセカンドの2名で用いるビレイ器具です。
主にインドアクライミングの用途に向けて設計されています。なお、UIAA準拠のボルトアンカー等を用い、頑丈
なアンカーポイントを持つ（20kNに耐えられるもの）スポーツルートの用途に使用できます。
アルパインクライミングの用途には使用しないでください。本製品の特徴は、クライマーが墜落すると器具がロー
プの流れをストップさせるセミロック機構が働きます。したがって弱いプ
ロテクションやアンカーではこの急な制動に耐えられずプロテクションや
アンカーが脱落、破損する恐れがあります。
3.1 カラビナの点検　使用前には必ずカラビナに変形、ひび割れ、ゆがみ、
磨耗がないか確認してください。（使用上、ロープなどとの接触によりカラ
ビナ表面が摩耗していく場合があります。

 注意
　 カラビナの摩耗した箇所が、1mm以下であれば使用可能ですが、2mm以上の溝がある場合、または
その他の不良が見られる場合は、新しいカラビナ「コンセプトSGL HC（ハードコート）」に交換してく
ださい。）

4.適合性について 
本製品とあわせて使用するクライミング用品について、正しく機能させられるかどうか検証を行ってください。
4.1 ロープ：EN892①UIAA適合のシングルのダイナミックロープ＝直径8.5～11mmを使用してください。ロー
プの太さや種類によりすべりがあり、ビレイに影響を与えます。また真新しいもの、表面加工の種類や程度、ロー
プの防水加工によりすべる程度は変わります。

 警告　 濡れたロープや表面が凍ったロープを使用した場合は、本製品はうまく作動しません。

4.2 ロッキングカラビナ：付属のロッキングカラビナ「コンセプト
SGL HC（ハードコート）」は熱鍛造によって成型され、表面にハード
アノダイズド（陽極処理）加工が施されたアルミ合金製です。磨耗を減
らす表面加工、使用中にカラビナが反転することを防ぐためのスプ
リングを装備しています。例外的に他のカラビナを使用せざるを得な
いときは、UIAA認定のHMS（洋ナシ型）タイプのロッキングカラビナ
で、なおかつロープスライド部の直径が12mm以上のものを使用し
てください。コンセプトSGL HCカラビナ以外での動作保証は行っておりません。使用者は、器具の使用方法を
正しく理解し、ロープは本製品の大きく開いた側にセットされることを確認してください。

直径12mm

スクリュー

本製品
使用時の
ロープスライド部

スプリングバー

MAX 
30℃

H2O SOAP

摩耗限度
2 mmまで

十分に乾燥

30℃以下 高温危険 化学薬品に
触れさせない

真水 塩分除去

図3
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図3

5.使用方法 　－取り付け方法と機能テスト－
5.1 装着方法　カラビナをハーネスのビレイルー
プに取り付けてください。さらにカラビナのスプ
リングバーを開け、ビレイループを通してください
（図3.1）。こうすることで使用中にカラビナが回転
することが防げます。次にV-Proofパーテーション
を開け、図3.2のように器具にロープをセットしま
す。ロッキングカラビナを、図2のⒺ位置＝ロッキン
グカラビナ挿入部で、ロープに掛けるようにして
セットします。カラビナは安全のため、スクリュー
ロックを締めます。この時本製品の図2のⒼのイラ
ストがビレイヤーの正面、上側になっていれば、正
しい装着ができていることになります。
5.2 動作テスト　使用するごとに、正しい装着が行えていること、正しく機能することを確認することが重要です。
ビレイヤーは、本製品をハーネスに装着しロープをセットしたあと、末端側のロープとクライマー側のロープをそ
れぞれ別の手で握り、図4.2上下にロープを引いてください。カラビナがⒷの位置に動き、「カチッ」という音がな
ることを確認してください。
5.3 セミロックの解除　クライマーが墜落し再び登り始める時、セミロックの解除のため、末端側ロープを握っ
ている反対の手で、本体CとGを包むように握ります。そして、前方に押し出すと同時に、図4.3の２の矢印の方
向に回転させます。カラビナがEの位置にくると解除完了です。
ロープに荷重がかかり張っている状態の時は、解除が難しくなっています。その時は、前方に動いたり、クライマー
が少し登ったりするなど、ロープの荷重を抜くことが重要です。

 注意　 セミロック解除ができない場合は、左右に本体を動かしてください。

6.リードクライマーをビレイする 
まずビレイを行う前に下記のことを確認してください。
－ビレイヤーの安全が確保されていること　　　 －クライマーが正しくハーネスにロープを結んでいること 
－クリックアップ プラスが正しく動作すること　－ロープ中間に結び目など、絡みを引き起こす要素がないこと

 注意　 ビレイヤーはビレイを行う間、末端側ロープをしっかりと握り続けてください。

 警告　 ビレイのための動作を行う間、常に末端側ロープを握った手は、デバイスより下の位置になるように
気をつけてください。
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ロープが
カラビナにかかっていない

V-Proof パーテーションの片側に
ロープが2本ともセットされている

3.9

4.3
セミロックの
解除
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6.1 ロープを繰り出す（図5.1）　クライマー側のロープを握りロープを引きます。もう片方の手で握った末端側
ロープは本体へロープを送り込む動作（図5.1）を行います。この時、ビレイカラビナは常にEの位置にあるように
してください。

 注意　 ビレイヤーはビレイを行う間、末端側ロープをしっかりと握り続けてください。

6.2 ロープをたぐる（図5.2）　登るクライマーの動きによって出た余分なロープ（例えばロープをクイックドロー
へクリップした直後など）は素早くたぐってください。クライマー側のロープを握り本体の方向へ引きます。もう
片方の手で握った末端側ロープは、本体とは反対方向へ（図5.2）ロープを引き出します。この時、ビレイカラビナ
は常にEの位置にあるようにしてください。
6.3 フォール（墜落）をとめる（図5.3）　末端側ロープをしっかりと握り、下方向に引きます。セミロックがかか
ると同時に、「カチッ」という音がします。

 注意　 クリックアップ プラスを手で握ってはいけません。必ず末端側ロープを握ってください。

6.4 クライマーをロワーダウンする　ロワーダウンの際は、確実にセミロックが掛かった（図4.2）状態にしてく
ださい。そして、常に末端側ロープを片方の手で握りながら、もう一方の手で本体のCとG握り、手のひらを使っ
てテコ部Fの位置を下方向に押してください（図5.4）。テコの原理を利用して押し下げるようにすればロープを少
しずつ繰り出すことができます。このようにしてロープを出したい時には手のひらでテコ部Fを押し下げ、ロープ
を出したくない時にはテコ部Fを押さえていた手を放してセミロックを利かせることができます。この動作を繰り
返すことで少しずつロープを繰り出すことができ（ロープの送りだしが行え）、安全にクライマーを下に下ろすこと
ができます。下ろしたいクライマーが地面に着き、安全が確保されたら、下ろされたクライマー側にロープを送り
だし、テンションを緩めます。

 注意　 セミロック解除ができない場合は、左右に本体を動かしてください。

 警告　 20ｍを超えるような長いロワーダウンの後は、カラビナとクリックアップ プラス本体は摩擦で熱く
なっていますので、できるだけ早くロープを本体から取り外してください。

図5
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図6

危険

7.セカンドクライマーをビレイする 
7.1 トップロープでのビレイ（図6.1）　5.1装着方法と同様にロープをセットします。セカンドクライマーが正
しくハーネスにロープを結んでいること、セミロックモード（図6.3）にセットしてあることを確認します。クライ
マーをビレイしている間、末端側のロープをしっかりと握り続け、下方向に引くようにしてください。クライマー
が登り、ロープがゆるんでくるタイミングでビレイヤーは末端側のロープを引き、反対側の手で器具にロープを送
り込むようにして操作します（図6.4）。

 注意　 ビレイヤーはビレイを行う間、末端側ロープをしっかりと握り続けてください。

7.2 トップロープでのロワーリング（図6.5）
ロープのたるみをなくし（図6.4）、セミロックモード（図6.3）にて行ってください。

カチッ!カチッ!カチッ!カチッ!カチッ!

カチッ!

6.1 6.2 6.3　セミロック 6.4　ビレイ方法 6.5　ロワーリング 6.6

アンカーに
器具を固定して
ビレイできません

7.3 ビレイポイントからセカンドクライマーをビレイする（図6.2）　ビレイヤーは必ずセルフビレイを取り、アン
カーよりビレイループが下側に位置するようにします。本製品に正しくロープを通し、セミロックモード（図6.3）
にセットします。セカンドクライマー側のロープをアンカーのカラビナに通し、セカンドクライマーが登るたびに
たるんだロープを図6.4のように操作します。

 注意
　  ビレイを行う間、末端側ロープをしっかりと握り続けてください。セカンドクライマーがビレイ位置
に達し、そのまま次のルートを登る場合は、セミロックモードを解除（図4.3）するだけで、そのまま
ビレイすることが可能です。

 危険　 本製品は、図6.6のようにアンカーに直接取り付けてビレイすることは出来ません。

7.4 ビレイポイントからセカンドクライマーをロワーダウンする（図6.5）　 ビレイヤーは必ずセルフビレイを取
り、アンカーよりビレイヤーのビレイループが下側に位置するようにします。本製品に正しくロープを通し、セミ
ロックモード（図6.3）にセットします。ロープ中間に結び目など、絡みを引き起こす要素がないことを確認した後、
6.4 クライマーをロワーダウンすると同じように、操作していきます。

 注意　 ビレイヤーはビレイを行う間、末端側ロープをしっかりと握り続けてください。

 注意　 セミロック解除ができない場合は、左右に本体を動かしてください。

8. 誤ってロープを取り付けた場合のロワーリング 
もしロープが器具に正しくセットされなかった場合、正常に機能せず大変危険です。本製品に正しくロープを通し
たが、クライマーと握るロープが反対の場合（図7.1）、製品を上下逆さまに取り付けてしまった場合（図7.2）に気
が付いたとき、登高を中止し、クライマーを下ろすことが必要です。この時、末端側のロープは両手で確実に握り、
ブレーキ用の切込み（誤使用時の緊急用）にロープをかけ、少しずつロープを繰り出し、ゆっくりとクライマーを下
ろします。
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 注意

　 図7.1及び7.2は、本製品を誤った方
法で使用したことに気付いたとき、ク
ライマーをロワーダウンさせる方法に
ついて記載しています。

9.V-Pシステム （V-PROOF SYSTEM） 
ビレイを行うとき、非常に複雑な操作を行っていま
す。リードしている人に合わせてロープを繰り出し
たり、たぐったり、また前や後ろに動いたりを繰り
返しています。
まれに、末端側ロープを握る手がビレイ器具より上
方に動き（図8.1）、ビレイ器具に通したロープの抵
抗が減少し、本製品が正常に作動（機能）しない可能
性があります。
この点に着目し、可動式のV-Proofパーテーション
を搭載することで改善を図りました。クライマーが
落下した時ロープがこのパーテーションと接触し摩
擦が生じることで、クリックアップ プラスが可動し、
セミロックモードになることでロープの流れを止め
ることが出来ます。

 警告

　 V-Pシステムの機能の限界について～
V-Proofパーテーションは、末端側の
ロープが上方向にあるとき（図8.1）ク
ライマーの墜落と同時にロープとこの
パーテーションが接触することで摩擦
が生じ（図8.2）、セミロックがかかる
仕組みです。末端側のロープがパーテー
ションに接触していない場合は機能し
ません。また、接触していてもセミロッ
クがかかることを保証するものではな
いことをご理解ください。

10.シングルロープでの懸垂下降 
本製品を使用しての懸垂下降をすることが出来ま
す。ただし、長い距離（20mを超えるような）での
使用は、本体が過熱されるため控えてください。
10.1 フィックスしたシングルループでの懸垂下降
ロープをアンカーに確実に固定します。ロープス
リングでフリクションヒッチをロープにセット（図
9.1）し、セルフロックがかかるようにします。ロッ
キングカラビナを利用してハーネスのビレイループ
に接続します。正しく本製品をロープにセットし、
セミロックモード（図4.2）にします。実際に懸垂下降を始める前に、正しく作動/機能し、落下が防止できるか確
認してください。フリクションヒッチとロープを強く掴んだ手でロープのテンションを若干緩め、反対の手でテコ
部Fを手のひらで下に押すようにして少しずつロープを動かしていきます。フリクションヒッチの結び目部分だけ
を掴むようにすればフリクションのテンションが緩み、ロープを滑らせることができます。下降時にスピードが出
ないようゆっくりと下降速度を調整し、少しずつ手繰るようにしてロープを操作し、ラペリングを行ってください。

 警告　 いわゆる「すっぽ抜け」と呼ばれる墜落事故を防ぐため、必ずロープ末端に結び目を作ってください。

図7

7.27.1

図8
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図9
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9.2　懸垂下降 9.3

OK

9.49.1　セット方法

危険

ブレーキ用の
切込みを利用
しクライマー
を下ろしてく
ださい。

ブレーキ用の
切込みを利用
しクライマー
を下ろしてく
ださい。
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10.2 フィックスしたシングルループでの懸垂下降　懸垂下降を行うアンカーに図9.3のようにロープとロッ
キングカラビナを使用しセットします。ロッキングカラビナと結び目がアンカーに使用しているリング等をくぐり
抜けたり、破損させたりしないように注意してください。図9.3のロープAに、10.1と同様にロープスリングや
本製品をセットしたあとに、下降を開始します。下降が終わったら、ロープBを引くことでロープを回収すること
が出来ます。

 警告　 「すっぽ抜け」と呼ばれる墜落事故を防ぐため、必ずロープ（A）末端に結び目を作ってください。

 危険　 下降に使用するのはアンカーにセットしロックがかかったロープAです。反対側のロープBを使って
懸垂下降を行うことは出来ず、万が一行うと墜落し、死亡または重大な傷害を負います。

11.その他一般注意事項 
11.1 メンテナンス　汚れは使用のつどに落とし、必要に応じてきれいな真
水で洗い流し、水をやわらかい布で拭き取り、よく乾燥させてください。海
岸付近で使用した際には塩分を良く落とすことが必要です。ロープにダメー
ジを与えないよう、器具の表面は常にバリ、傷、砂等の付着がないことを確
認してください。本製品に改造を加えないでください。改造は本製品の本来
の機能を損ないます。使用するロープに、切れ、織り糸の緩み、融解の跡、
その他の痛みがないか確認をしてください。
11.2 定期点検　使用前点検に加え、1 年に1 回（海の近くで使用された場合はさらに高い頻度で）は詳細な点検
を行う必要があります。なお、この点検頻度は使用状況によって変わります。異常が見つかった器具は使用を中止
し、廃棄してください。強い衝撃を受けた場合、墜落した物や人の衝撃を受け止めた場合は、器具の見た目に影響
がなくても器具を買い換えてください。汚れた場合は中性洗剤を使用して洗い、きれいな真水でよくすすぎ、水分
をやわらかい布等で拭き、直射日光や熱源を避けてよく乾燥させてください。

12.保管と持ち運び 
傷つき防止のため、他のものと分けて保管・運搬してください。保管の際は汚れを落とし、よく乾燥させた後、冷
暗所で行ってください。高温になるところ、化学薬品、腐食性の物質等に触れる恐れのあるところには絶対に保管
しないでください。本製品にダメージを与えるような他の鋭利なもの、硬いものと一緒に保管、運搬しないでくだ
さい。濡れたまま保管しないでください。塩分を含んだ空気に触れないようご注意ください。その他器具を傷めな
いよう運搬には細心の注意を払ってください。特に夏季の車内は高温になりますので、車の中に放置しないでくだ
さい。直射日光にあたる場所には保管しないでください。

13.製品寿命 
製品寿命は使用の頻度や使用方法、保管状況によって異なります。また、大きな衝撃を受けた場合、使用時の気候等、
その他多くの要因によって変わります。適切なお手入れと保管と運搬は製品を長持ちさせます。製造から10 年経っ
た製品は、ダメージがなく劣化していないように見えても買い換えるようにしてください。なにか製品に不具合が
生じていると思われる場合は、本製品を廃棄し、新しいものに買い換えてください。

14.保証について 
本製品の製造またはその素材に起因する不良については3年間の保証が有効です。お買い上げいただいた際のレ
シートは製品の保証書の代わりになるものですので、必ず本取扱説明書と一緒に大切に保管してください。
次の場合、保証は有効ではありません：1. お買い上げ後の不適
切な輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障・損
傷　2. 通常使用で発生する傷、磨耗、コーティングのはげな
どの外観上の変化　3. 不適切な保管方法や誤った使用方法や
不注意によって起因した故障・損傷　4. 改造、不当な修理に
よる故障・損傷　5. 火災・地震、水害、その他天災事故によ
る故障・損傷　6. または前述の事項に準じたその他の要因に
よるもの

MAX 
30℃

H2O SOAP

摩耗限度
2 mmまで

十分に乾燥

30℃以下 高温危険 化学薬品に
触れさせない

真水 塩分除去

本取扱説明書には著作権があります。ご自分の予備としてのほ
かはイワタニ・プリムス株式会社の許可なしに複製、公開する
ことはできません。


