
全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協） 様 向け

新規格対応フルハーネス

自然な装着感がさらに進化した
　　　スタンダードモデル

背中形状

Ｘ型
腿形状

フラット型
腿バックル

ワンタッチ
サイズ

フリー

定価 26,800円 (税別)

質  量
　1,3２0g
作業ベルトサイズ
　長さ1,200mm×幅50ｍｍ

デュアルホルダー
（休止フック掛け）２個

サイズ調整箇所

ヒップサポーター

ST#571A-SK

軽量胸バックル

内腿への圧迫を軽減
ヒップサポーター

UXV-01A

背中形状

Ｘ型
腿形状

V型
腿バックル

ワンタッチ

ブラックベルト
色

サイズ

フリー

定価 14,000円 (税別)

UXV-01Aは、作業ベルトは
付属しません。
SK作業ベルトセットをオプ
ションで取り付けられます。

作業ベルト
（軽量バックル）

Ｓ、Ｍ、Ｌで迷う必要はありませんフリーサイズ Ｓ～Ｌサイズの様々な体型にもフィットします
サイズの目安 ： 身長 (cm) + 体重 (kg) ＝190～290

SK作業ベルトセット

作業ベルト

軽量 HNブラックベルト
色

定価 5,200円 (税別)

質  量
　260g
作業ベルトサイズ
　長さ1,200mm×幅50ｍｍ

バックル

質  量
　930g
作業ベルトサイズ
　なし

推奨品

HNブラックベルト
色

サイズ調整箇所（肩）

サイズ調整箇所（胸）

サイドにあるループ状の調節部で
　　　様々な体型の方にもジャストフィット

骨盤ベルト

サイズ調整箇所（腿）

デュアルホルダー
（休止フック掛け）２個
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ランヤード

ST#5701-SG
帯ロープ式ランヤード

ST#5701-SQG
巻取り式ランヤード

ST#5701-TRG
伸縮ランヤード

ST#570２-SG
帯ロープ式ランヤード

ST#570２-TRG
伸縮ランヤード

ランヤード本数

1丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

ランヤード本数

1丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

定価 16,200円 (税別)

定価 14,600円 (税別)

定価 14,400円 (税別)

定価 19,600円 (税別)

定価 12,800円 (税別)

ランヤード長 ： 1,600ｍｍ
質量 ： 690ｇ

ランヤード長 ： 675～1,640ｍｍ
質量 ： 930ｇ

ランヤード長 ： 1,000～1,600ｍｍ
質量 ： 710ｇ

ランヤード長 ： 1,600ｍｍ
質量 ： 720ｇ

ランヤード長 ： 1,000～1,600ｍｍ
質量 ： 740ｇ

ランヤードの種類 タイプ１

ST#5701-２TRG
伸縮ランヤード

ランヤード長 ： 1,000～1,600ｍｍ
質量 ： 1,100ｇ

ランヤードの種類 タイプ２

ランヤード本数

1丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

定価 19,000円 (税別)
ランヤード本数

2丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

ランヤード本数

1丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

ランヤード本数

1丁掛け
使用可能質量

110ｋｇ
以下

タイプ2 ランヤード

■ フルハーネス型に用いるランヤードの選び方 ■
作業時のフックの取付け位置

腰の高さ以上にフックを掛けて作業を行うことが可能な場合は
『タイプ1』を選択、足下にフックを掛けて作業を行う必要があ
る場合は『タイプ2』を選択します。

タイプ2 ランヤードタイプ1 ランヤード

ショックアブソーバの「使用可能質量」

◀体重100kg
       ＋
　装備15kg

ショックアブソーバには「使用可能質量」の表示が
あります。着用者の体重およびその装備品の重量
の合計が、その表示以下である必要があります。
超過する場合には使用せず、ご相談ください。

使用可能質量110kg以下 ランヤード

（ショックアブソーバの種類 ： 第一種）

（ショックアブソーバの種類 ： 第二種）
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関連用品

手元リングロープ ST#5700-X

定価 3,800円 (税別)

リトラクタ式墜落阻止器具のフックを手元で掛ける
ためのロープです、Ｄ環に取付けて使用します。

バックストラップ ST#585

定価 1,200円 (税別)

フルハーネス型墜落制止用器具用ハンガー
『イーグル』3229

定価 3,000円 (税別)

フルハーネス用反射帯 ST#582

定価 4,000円 (税別)

背中の形状がＸ型のフルハーネス
を胴ベルトなしで使う時に取付け。

作業所の整理整頓に。
着用しやすい状態で保持可能。

（４枚1組）

面ファスナーでベルトに巻きつけ
るだけで反射チョッキの代わりに。

肩パッド ST#581

定価 3,600円 (税別)

サポートベルト ST#589Ⅱ

定価 5,200円 (税別)

フルハーネス着用時の肩への負担
軽減とベルトの擦り切れ防止に。
面ファスナーで簡単に取り付け。

（２個1組）

ブラック

ブラック
高いクッション性で腰への圧迫感を軽減。
面ファスナーで簡単に取り付け。

セルフロック
ST#540

 

 

※右表以外にも引き出し長さ30m、35mもあります。
※セルフロック用引き寄せロープ（別売）もあります。
詳しくはお問合わせください。

ST#540-7 7m 91,400円
ST#540-10 10m 101,200円
ST#540-17 17m 160,200円
ST#540-25 25m 178,000円

引き出し長さ品 名 標準価格

墜落時足掛け補助具 ST#587

定価 3,000円 (税別)

墜落制止後に大腿部
の血管の圧迫を防ぎ、
正常な血液循環を確
保。
予め、腿ベルトなどに
固定しておきます。

（２個1組）

●人が歩く程度の速度なら、
　ワイヤーロープは動きに合わせて引き
出せます。
●限界速度を超えると瞬時にロック、落下
事故を防止します。

リトラクタ式墜落防止器具




