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スカイハーネス
　フロントプラス

５P ６P　スカイハーネス ７P   レスキューハーネス

鉄塔塗装工事用ハーネス

13P参考

柱上作業用ハーネス
 （電力10社配電用 共通規格品）

藤井電工製も取り扱いしております。詳細はお問合せください。



8P ブラックハーネス ランヤード
　セーフティーブロック
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スカイハーネス フロントプラス

TOWA スカイ ハーネス フロントプラス
商品コード サイズ 身長 胸囲 腿 最大使用荷重 重量

TSH111K S-L 150-180cm 55-100cm 40-60cm 130kg まで 1,130g

TSH112K L-LL 170-200cm 100-125cm 60-75cm 130kg まで 1,160g

適合:
EN361：2002

背部アタッチメント ポイント

スライド式腰部ベルト
動きに合わせて可動するので
ベルトが突っ張る事なく
快適に作業を行えます

ランヤードフック 
キーパー

トリニティカラビナ

背部のD環はもちろん、胸部にもトリプルアクシス可能な
特殊カラビナを装着することでアタッチメントポイントとして使用できます。

トリプルアクシス、マイナーアクシスなど万能カラビナ

H型 ハーネス

2019年
新規格対応

ワンタッチバックル
正しく接続されたことを

確認できるインジケーター付き



TOWA スカイ ハーネス
商品コード 色 サイズ 胸囲 腿 最大使用荷重 重量

TSH020B ブルー フリー 125cm まで 75cm まで 130kg まで ８６０g

TSH020K ブラック フリー 125cm まで 75cm まで 130kg まで ８６０g

TSH010P ブラック フリー - - - 140g オプションパット

スカイハーネス

適合:
EN361：2002

骨盤サポートベルト

背部アタッチメント ポイント

スライド式腰部ベルト
動きに合わせて可動するので
ベルトが突っ張る事なく
快適に作業を行えます

ワンタッチバックル
正しく接続されたことを

確認できるインジケーター付き

ランヤードフック 
キーパー

スカイハーネス用背当て太腿パットセット

2019年
新規格対応



TOWA レスキュー ハーネス フルボディ

商品コード タイプ サイズ ウエスト 重量 最大使用荷重

TWRH11S フルハーネス セット S - L 73 - 93cm 1,795g 100kgまで

TWRH110 フルハーネス セット L - LL 82 - 110cm 1,825g 100kgまで

レスキューハーネスフルボディ

ＴＯＷＡレスキューシット＋レスキューチェストをカラビナで連結するセパレートタイプのフルボディハーネスです。
ロープアクセスの現場はもちろん、多目的な現場に使用することができます。

身体（特に肩・腰・腿）に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性、快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは、首の部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをＶ字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジショニング用のＤ環は、普段使用しない時は、後ろ側に返してベルクロスファスナーで収納できる構造なので、
邪魔にならず他の障害物にひっかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発光する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり認識が容易です。
Ｄ環はすべて6061アルミ合金です。

適合:
EN361：2002
EN813：2008
EN358：2000

ロープ アクセス用

約６時間発光可能な蓄光反射テープが両肩に
施してあります。

背中のD環は収納できるので邪魔になりません。

ワークポジショニング用D環
（未使用時は固定して収納）

ギアループ（両側）

ワンタッチバックル

複数のカラビナが設置
できる大きめのD環

オートロック式オーバルカラビナで
ワンタッチで上下を連結/分離する
ことができます。

複数のカラビナが設置
できる大きめのD環

股間と腰を圧迫しない
V字の特殊デザイン

Y型 ハーネス

2019年
新規格対応



ブラック ハーネス フルボディ

商品コード タイプ サイズ ウエスト 重量 最大使用荷重

TWBH11S フルハーネス セット S - L 73 - 93cm 1,795g 130kgまで

TWBH110 フルハーネス セット L - LL 82 - 110cm 1,825g 130kgまで

ブラックハーネスフルボディ

ＴＯＷＡブラックシット＋ブラックチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
ロープアクセスの現場はもちろん、多目的な現場に使用することができます。

身体（特に肩・腰・腿）に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスの取れた安定性、快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは、首の部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
サイドのワークポジショニング用のＤ環は普段使用しない時は後ろ側に返してベルクロスファスナーで
収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物にひっかかるトラブルなどを防ぎます。
Ｄ環はすべて6061アルミ合金です。オプションでスチールに変更も可能です。

適合:
EN361：2002
EN813：2008
EN358：2000

ワークポジショニング用D環
（未使用時は固定して収納）

背中のD環は収納できるので邪魔になりません。

要救助者をバックルで傷つけないための
ネオプレンカバー

ツヤ消しブラックのアルミD環

オートロック式オーバルカラビナで
ワンタッチで上下を連結/分離する
ことができます。

ギアループ（左側のみ）

ツヤ消しブラックのアルミD環

股間と腰を圧迫しない
V字の特殊なデザイン

ロープ アクセス用

2019年
新規格対応



フレックスランヤード（スチールフック）

商品コード タイプ ショックアブソーバー 全長 大フック開口 最大使用荷重 重量

TWNHLY150 シングル 第一種 150cm 60mm 100kgまで 740g

TWNHLY170V ツイン 第一種 170cm 60mm 100kgまで 1,215g

適合:
EN355：2002

フレックスランヤード（アルミフック）

商品コード タイプ ショックアブソーバー 全長 大フック開口 最大使用荷重 重量

TWNHLY150A シングル 第二種 150cm 55mm 130kgまで 660g

TWNHLY160VA ツイン 第二種 160cm 55mm 130kgまで 990g

適合:
EN355：2002

フレックスランヤード

ランヤード、セーフティーブロック



リーマックスランヤード
商品コード タイプ ショックアブソーバー 全長 大フック開口 最大使用荷重 重量

TWRMXLY170A 巻取式 第一種 170cm 55mm 100kgまで 1,060g

適合:
EN360：2002

クルクルキャッチライフライン

商品コード タイプ サイズ 最大使用荷重 重量

TWCT003 巻取式 長さ3m×幅20mm 100kgまで 1,200g

トリプルアクション式カラビナで
より安全に

ダイニーマスリング製
高強度

高耐久性アルミフック
ダブルアクション式

２本合わせでツインタイプとして
使用できます

巻取式ランヤード

▪ コンパクトで持ち運びに便利！！
▪ ダイニーマスリング製で高強度・軽量化！！

【特徴】
・通常作業時はフック付きスリングが作業者を追随します
・一定以上の加速（墜落）時にブレーキが作動して停止します
・上部（支点接続部）側が回転（スイベル）式になっておりキンクを防止

セーフティーブロック

※セーフティブロックは、ワイヤータイプ（１０m・１５m・２０m）もあります。お問い合わせください。



環境事業部　環境ソリューショングループ   担当：原田
〒135‐0061　東京都江東区豊洲5-5-13
TTEL: 03-6372-7116    FAX: 03-6372-4155

【特約代理販売店】


