
63mm

邪魔にならない小型巻取器

●ハーネスにつけるから隠れず、夜間工事などで役立つハーネス用リフレクター
●高い反射力のマイクロプリズム加工。反射光は白と黄
●自在にカットしてハーネスベルトに合わせて装着可能
●ズレにくいノンスリップ特殊生地を採用

リフレクター白／黄 
フリーサイズ

肩パット超消臭軽涼DEO 
背中Y型
フリーサイズ

肩パットCR
フリーサイズ

●通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用
●汗のニオイをしっかりおさえる特殊消臭素材バクテシャット®を採用
●滑りにくいノンスリップメッシュを採用
●ベルトが返りにくく装着しやすいＹ型パット
※バクテシャット®はモリト株式会社の登録商標です。

●墜落制止用器具　
●全長410㎜（金具含む）
●安全ブロックのフックを外した後は、接続ストラップを
　面ファスナーで肩ベルトに留められるので邪魔にならない

●極厚＆柔らかクッションが肩の負担を軽減
●ベルトがズレにくい特殊シリコンプリント
●身体にふれる面はムレを防ぎ、やわらかいアタリの
　Wラッセルメッシュを採用
※SEGサスペンダー・フルハーネス型と組み合わせてご使用ください

肩パット

白 黄

安全ブロック
接続ストラップ

イメージ

イメージ

イメージ

使用例

ハーネス用 腿ベルトハンガー

腿ベルトが下がらず

動きやすい

●腿ベルトを吊り、腿ベルトの内垂れを解消します
●50㎜幅胴ベルトに使用可能
※SEGフルハーネス型専用

着脱式パーツケース
胸用2段

ハーネス胸ベルトへ装着する収納ケース
●縦ベルト用セフ後付ホルダー付
●セフ取付収納物総重量：1.0kg以下
※横ベルト用（別売）セフホルダーを使えば腰周りにも装備できます。
　（横ベルト用セフホルダー使用の場合は、収納物総重量は3.0kg以下）

対応ベルト幅

48㎜

品　番 色 入数希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

REF-WF 白
75g2本 台紙 286×

78×20
100個

（1個×100）
REF-YF 黄

3,000円
（税込3,300円）

品　番 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

SFPCN-CB2 3,640円
（税込4,004円）

200g 台紙 230×
100×85

36個
（6個入×6）

品　番 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

KPCKRD-YBF 8,300円
（税込9,130円）

270g ヘッダー
台紙

405×
179×60

36個
（6個入×6）

品　番 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

ABSS 4,150円
（税込4,565円）

100g 吊り下げ式
ビニール袋

260×
80×20 1個

品　番 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

MHG 3,800円
（税込4,180円）

81g 吊り下げ式
ビニール袋

260×
80×20 1個

品　番 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ 梱包単位

KPCR-F 5,800円
（税込6,380円）

135g ヘッダー
台紙

355×
75×72

60個
（6個入×10）

背中Y
肩パット

ベルトがズレにくい
シリコン印刷

スマートフォン
収納イメージ

1kg

セフ取付
収納物総重量

105
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背面ポケット
内寸：H140㎜
　　　W  75㎜

100

上分岐
取り出しやすい

軽量タイプ
1,390g

ここが
使いやすい！

上分岐タイプ 下分岐タイプ

上分岐ダブルランヤード

巻取器の分岐が上側にあるため、
腰袋にランヤードがかからない

巻取器の分岐が下側にあるた
め、腰袋にランヤードがかぶる

上分岐

下分岐

邪魔邪魔

ショックアブソーバ背中側 ショックアブソーバフック側

背中固定ショックアブソーバ

275g 400g
重い重い

30%軽い30%軽い
手元が手元が ショック

アブソーバ

ショック
アブソーバ

ショックアブソーバが背中に固定さ
れるのでフック周りがスッキリして、
手元が軽い

ショックアブソーバもランヤードに
合わせて動くので取り回しが悪く、
重く疲れやすい

※弊社L8フックのフック側にショックアブソーバが付かない場合と付いた場合の重量比較。

400g※※275g※※

（シングル760g）

背中固定
手元が軽い

写真はイメージです

業界トップクラスの軽さを実現！
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墜落制止用器具
■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

2021 ホットニュース10-12月号
〈墜落制止用器具〉
2021年7月1日発行

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

受付時間 ＜月曜日～金曜日＞9:00～17:00
（12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く）携帯電話、PHSからでもご利用が可能です。

https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

製品に関する
お問い合わせはこちらまで

■ メールフォーム

0120-125577フリーダイヤル

よくあるご質問（FAQ） 皆様から寄せられました製品に関する
よくあるご質問とその回答を
掲載しております。https://tajimatool.force.com/faq/s/

墜落時の落下距離を最短に抑える！ハーネス用ロックリール

もしもの時…

ロックが掛かるから、
もしものときに落下距離を
最短に抑えられる！

ロック
装置が

ないと
、

そのま
ま落下

してし
まう～

ロック
装置
あり

ロック
装置
なし

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

クリアケース1,390g
280×
147×111

6個
（1個×6）A1VR150L-WL8 41,000円

（税込45,100円）

ハーネス用ランヤード
VR150LダブルL8

安全
ロック
機能付

巻取

ロック装置あり：常時巻取式
墜落時、ストラップの引出しを瞬時に停止。落下距離を最短に抑
えます。常時巻取式のため、作業時の動きに合わせてストラップ
の長さが常に最短に保たれます。

進化するランヤード
ハーネス用　胴ベルト用
構造物と体をつなぐ命綱のランヤード。
しかし作業者には大きな負担でした。
タジマはランヤードの改良に集中しました。
軽量化、兼用化、小型化、着脱タイプ…
リアルな現場の声をランヤードに取り入れ、
作業性と安全性の両立を目指しました。
2022年から墜落制止用器具の
新規格に完全移行します。
作業者の心をキャッチする品揃えを
お願いいたします。

シングル・ダブルランヤードで

アクティブU字環新規採用
左右の巻取器がスムーズに可動
するので使いやすい！

軽量アルミ製カラビナ採用

・種類：フルハーネス型用 タイプ1
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.5m
・ショックアブソーバー種別：第一種（4kN）
・ロック装置：あり
・最大自由落下距離：2.3ｍ
・落下距離：4.1ｍ 

墜落制止用器具アクセサリー NEW
10月1日
発売

「墜落制止用器具の規格」適合品

ハーネス用ランヤード

VR150Lダブル L8 

イメージ

高耐久布製カバー採用
柔らかい布製カバーなので
身体への当たり感がなく、
快適に作業できます。

本体重量

３０％軽量化
（当社比）

特許出願中

1gでも軽くするため巻取器、ショックアブ

ソーバ、接続環の仕様を全面的に見直し、

約30%の軽量化を実現しました。身体へ

の負担を軽減し、長時間作業でも快適に

作業できるランヤードを目指しました。

３０％軽量化（当社比）
疲れ知らず!



胴ベルト用
として

※墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、
　高さ6.75m以下の作業現場では胴ベルト型（1本吊）を使用できます。

ちょい使いに便利！

胴ベルト用着脱リールランヤード新登場!

19,800円
（税込21,780円）

B1SMVR-L1BK

B1SLVR-L1BK

胴ベルト用VR150L1
スチールベルトMセット

胴ベルト用VR150L1
スチールベルトLセット

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

B1VR150L-CL1胴ベルト用ランヤード
VR150L L1

19,000円
（税込20,900円）

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキサイズ

胴ベルトスチールワンフィンガーバックル

胴ベルト用VR150 L1
スチールベルトM／Lセット

＋

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

A1VR150L-L8 22,700円
（税込24,970円）

ハーネス用・胴ベルト用兼用ランヤード
VR150LシングルL8

高所作業・低所作業どちらでも使える！

兼用ランヤード

軽量アルミ製
カラビナ採用

「墜落制止用器具の規格」適合品

ハーネス用・胴ベルト用
兼用ランヤード

VR150LシングルL8 

作業所に床がある場合、施工の仕上げ段階で床や

壁を傷付けたくない場合等の作業で簡単に取り

外しできる着脱リール式ランヤード。ベルト装着

スペースもD環止めの幅4㎝しか必要ないため、

腰周りスペースを有効活用できます。安全帯の

使用頻度が高いユーザー向けの150㎝タイプと

超小型巻取器で邪魔にならない110㎝タイプの

2種類をご用意。

胴ベルト用ランヤード

VR150L1

墜落制止用器具

胴ベルト用ランヤード

VR110L1

墜落制止用器具

胴ベルト用ランヤード

VR150L L1

墜落制止用器具すぐに使えるスチールベルトセット！ セットでお得

巻取
ロック装置はありません。

巻取
ロック装置はありません。

巻取

取り外しできる
着脱リール

作業性に優れた
1Way巻取ロック機構
ランヤードを引出した位置で巻取が
ロックされるので、引っ張られること
なく作業性に優れます。
（巻取ロック解除はボタンをワンプッシュ）
※B1VR110-CL1/B1VR150-CL1のみ

ベルト装着スペース
わずか４cm！
胴ベルトに４㎝のスペースがあれば
装着できます。
（Ｄ環止め（2穴）使用時）

邪魔にならない
小型巻取器
110㎝タイプ（直径57㎜）、150㎝
タイプ（直径75㎜）の小型巻取器を
採用。作業の邪魔にならないサイズ
にとことん拘りました。

ちょい掛けフック
ホルダー採用
ちょっと手を空けたい時に置け
る一時休止のフック掛けが可能
です。

４cm

安全
ロック
機能付

画像はB1VR110-CL1

57mm

110cmタイプ

75mm

150cmタイプ

安全
ロック
機能付

ロック装置あり：常時巻取式
墜落時、ストラップの引出しを瞬時に停止。
落下距離を最短に抑えます。常時巻取式の
ため、作業時の動きに合わせてストラップの
長さが常に最短に保たれます。 ロック装置あり：常時巻取式

墜落時、ストラップの引出しを瞬時に停止。
落下距離を最短に抑えます。常時巻取式の
ため、作業時の動きに合わせてストラップの
長さが常に最短に保たれます。

吊り下げ式
紙箱

280×
147×77

6個
（1個×6）

クリアケース760g
280×
147×77

6個
（1個×6）

840g

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

B1VR110-CL1胴ベルト用ランヤード
VR110L1

14,800円
（税込16,280円）

クリアケース730g 280×
147×77

6個
（1個×6）

クリアケース 280×
147×77

6個
（1個×6）

1,100g

1,120g

●ダブルランヤードのショックアブソーバー固定用ロックバンド（2本付）ショックアブソーバ用
ロックバンド

巻取
ロック装置はありません。

巻取

ハーネス用
として

墜落制止用器具

〈付属品〉

A環（ブラック）
〈 TA-ABK 〉

L型D環止め
（樹脂2穴）
〈 TA-LPD2BK 〉

後付
フックハンガー
〈 ADFH-D 〉

胴ベルト
ハーネス

・種類：胴ベルト型
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.5m
・ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN）
・ロック装置：なし
・最大自由落下距離：1.8ｍ 
・落下距離：3.1m

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

B1VR150-CL1胴ベルト用ランヤードVR150L1 16,500円
（税込18,150円） クリアケース820g

280×
147×77

6個
（1個×6）

※D環止め・A環は別売りです ※D環止め・A環は別売りです

※D環止め・A環は別売りです

・種類：胴ベルト型
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.5m
・ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN）
・ロック装置：なし
・最大自由落下距離：1.8ｍ 
・落下距離：3.1m

・種類：胴ベルト型
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.1m
・ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN）
・ロック装置：なし
・最大自由落下距離：1.8ｍ 
・落下距離：2.7m

・種類：胴ベルト型
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.5m
・ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN）
・ロック装置：あり
・最大自由落下距離：1.8ｍ 
・落下距離：3.1m

・種類：フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
・使用可能質量：100kg 以下  ランヤード長：1.5m
・ショックアブソーバ種別：第一種（4kN）
・ロック装置：あり
・最大自由落下距離：フルハーネスに接続 /2.3ｍ 、胴ベルトに接続 /1.8m
・落下距離：フルハーネスに接続 /4.1ｍ 、胴ベルトに接続 /3.1m

ハーネス用・胴ベルト用どちらにも使用できる兼用ランヤードです。作業所の高さによって使用するランヤードを付け替える必要は
もうありません。ランヤードを共用化して合理性と経済性を高めました。

NEW
10月1日
発売

NEW
10月1日
発売

イメージ

高耐久布製カバー採用
柔らかい布製カバーなので
身体への当たり感がなく、
快適に作業できます。

耐久性に優れたスチール製バックル。
指掛かりを大きく設計、革手袋でも
緩めやすい

３０％軽量化（当社比）
本体重量
邪魔にならない小型巻取器

動画でチェック

品　番品　名 希望小売価格 JANコード 製品重量 包装形式 梱包単位包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×オクユキ

SLBショックアブソーバ用
ロックバンド

1,000円
（税込1,100円）

8g 吊り下げ式
ビニール袋

190×
80×20

120個
 （1個×120）


