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品名
安全帯

（補助ベルト付）
安全帯

（補助ベルト付）
大口フック安全帯
（ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾙ付）

大口フック安全帯
（ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾙ付）

大口フック安全帯
（ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾙ付）

安全帯
（腰当付）

安全帯
（腰当付）

ベルトカラー グリーン グリーン ライトブルー ブラック グリーン グリーン イエロー
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1220 50X1220 50X1220 50X1220 50X1220 50X1220 50X1220

重量(g) 880 1070 730 730 730 1270 1270
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 無 無 無 無 無 無 無

ﾊﾞｯｸﾙ
三価ｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ仕上

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ ｱﾙﾐ製ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｱﾙﾐ製ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｱﾙﾐ製ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) 77X650 77X650 無 無 無 100X700 100X700

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く） φ12x1420（ﾌｯｸ除く）

ﾛｰﾌﾟ材質 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ
ﾌｯｸ材質 三価ｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ仕上 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm)
51ｘ122
口径：14

108x223
口径：53

116x218
口径：53

116x218
口径：53

116x218
口径：53

108x223
口径：53

108x223
口径：53

補足
ﾌｯｸﾊﾝｶﾞｰ付
軽量タイプ

ﾌｯｸﾊﾝｶﾞｰ付
軽量タイプ

ﾌｯｸﾊﾝｶﾞｰ付
軽量タイプ

ｸｯｼｮﾝ性補助ﾍﾞﾙﾄ ｸｯｼｮﾝ性補助ﾍﾞﾙﾄ

ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８Ｆ－１ ＥＡ９９８Ｆ－２ ＥＡ９９８Ｆ－５ ＥＡ９９８Ｆ－６ ＥＡ９９８Ｆ－１１ ＥＡ９９８Ｆ－１２ ＥＡ９９８Ｆ－１５

品名 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯

ベルトカラー ブルー グリーン ブルー グリーン ブルー グリーン ブルー
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200

重量(g) 685 685 845 845 940 940 920
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 無 無 無 無 無 無 衝撃吸収ｽﾄﾗｯﾌﾟ

ﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ

ｱﾙﾐ製
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

ｱﾙﾐ製
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － － － 100X650 100X650 ー

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) φ11X1700 φ11X1700 φ11X1700 φ11X1700 φ12X1700 φ12X1700 21.5X1700

ﾛｰﾌﾟ材質 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ ポリエステル
ﾌｯｸ材質 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ

ﾌｯｸｻｲｽﾞ 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50

補足 軽量ﾀｲﾌﾟ 軽量ﾀｲﾌﾟ
軽量ﾀｲﾌﾟ
取付簡単

軽量ﾀｲﾌﾟ
取付簡単

軽量ﾀｲﾌﾟ
腰に優しくｸｯｼｮﾝ付

軽量ﾀｲﾌﾟ
腰に優しくｸｯｼｮﾝ付

ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ機能
を備えた安全帯
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品名 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯

ベルトカラー グリーン ブルー グリーン ブルー ブラック ブルー グリーン
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200

重量(g) 920 950 950 1030 1030 1160 1160
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 衝撃吸収ｽﾄﾗｯﾌﾟ 衝撃吸収ｽﾄﾗｯﾌﾟ 衝撃吸収ｽﾄﾗｯﾌﾟ 無 無 有 有

ﾊﾞｯｸﾙ ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － － － － － －

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) 21.5X1700 21.5X1700 21.5X1700 15X1100 15X1100 18X1700 18X1700

ﾛｰﾌﾟ材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維
ﾌｯｸ材質 ｱﾙﾐ 鉄 鉄 鉄 鉄 鉄 鉄

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50

補足
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ機能

を備えた安全帯
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ機能

を備えた安全帯
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ機能

を備えた安全帯
簡易型ﾘｰﾙ式 簡易型ﾘｰﾙ式 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘｰﾙ式 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘｰﾙ式

ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８Ｆ－３５ ＥＡ９９８Ｆ－３６ ＥＡ９９８Ｆ－４１ ＥＡ９９８Ｆ－４２ ＥＡ９９８Ｆ－４５ ＥＡ９９８Ｆ－４６ ＥＡ９９８Ｆ－５１

品名 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯

ベルトカラー ブルー グリーン ブルー グリーン ブルー グリーン ブルー
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200

重量(g) 990 990 1200 1200 980 980 1280
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 無 無 有 有 有 有 有

ﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

ｱﾙﾐ製
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

ｱﾙﾐ製
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － － － － － －

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) 15X1100 15X1100 15X1500 15X1500 18X1700 18X1700 18X1700

ﾛｰﾌﾟ材質 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維 硬張力繊維
ﾌｯｸ材質 鉄 鉄 鉄 鉄 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 鉄

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50

補足
簡易型ﾘｰﾙ式

軽量ﾀｲﾌﾟ
簡易型ﾘｰﾙ式

軽量ﾀｲﾌﾟ
巻取り式の理想型

2WAYﾘｰﾙ式
巻取り式の理想型

2WAYﾘｰﾙ式
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘｰﾙ式

軽量ﾀｲﾌﾟ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘｰﾙ式

軽量ﾀｲﾌﾟ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　取付簡単

ﾘｰﾙ式



ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８Ｆ－５２ ＥＡ９９８Ｆ－５３ ＥＡ９９８Ｆ－５４ ＥＡ９９８Ｆ－５５ ＥＡ９９８Ｆ－５６ ＥＡ９９８Ｆ－６１ ＥＡ９９８Ｆ－６２

品名 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯 安全帯

ベルトカラー ブルー グリーン オレンジ ブルー グリーン ブルー グリーン
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200

重量(g) 1330 1330 950 1330 1330 1560 1560
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 有 有 有 有 有 有 有

ﾊﾞｯｸﾙ ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － － 100X650 100X650 ー ー

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) 15X1500 15X1500 φ12X1700 15X1500 15X1500 15X1500 15X1500

ﾛｰﾌﾟ材質 硬張力繊維 硬張力繊維 三つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 硬張力繊維 硬張力繊維
八つ打ち

φ１１X1000
八つ打ち

φ１１X1000
ﾌｯｸ材質 鉄 鉄 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50

繊維にﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 2WAYﾘｰﾙ式 2WAYﾘｰﾙ式 2WAYﾘｰﾙ式 2WAYﾘｰﾙ式
酸対策型 軽量ﾀｲﾌﾟ 軽量ﾀｲﾌﾟ 副ﾗﾝﾔｰﾄﾞ付 副ﾗﾝﾔｰﾄﾞ付
軽量ﾀｲﾌﾟ 腰に優しいｸｯｼｮﾝ付 腰に優しいｸｯｼｮﾝ付

ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８Ｆ－６５ ＥＡ９９８Ｆ－６６ ＥＡ９９８ＦＡ－１ ＥＡ９９８ＦＡ－２ ＥＡ９９８ＦＡ－３ ＥＡ９９８ＦＡ－４ ＥＡ９９８ＦＡ－５

品名 安全帯 安全帯 柱上安全帯 柱上安全帯（林業型） 柱上安全帯 柱上安全帯 柱上安全帯（湾曲型）

ベルトカラー ブルー グリーン ブルー ブルー グリーン ブルー ブルー
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 45X1200 45X1200 45X1200 45X1200 45X1200

重量(g) 1160 1160 1660 1700 2050 1810 2240
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 無 無 無 無 無 無 無

ﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｽﾁｰﾙ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｽﾁｰﾙ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｽﾁｰﾙ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － 85X650 75X650 85X700 100X700 100X700

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) φ１１X1000 φ１１X1000 φ16X2100 φ12X1900  φ 16X2100 φ 16X2100  φ 16X3300

ﾛｰﾌﾟ材質 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ 八つ打ちﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ ﾋﾞﾆﾛﾝ 三つ打ちﾛｰﾌﾟ 
ﾋﾞﾆﾛﾝ

三つ打ちﾜｲﾔ芯ﾛｰ
ﾅｲﾛﾝ 三つ打ちﾛｰﾌﾟ ﾅｲﾛﾝ 三つ打ちﾛｰﾌﾟ ﾅｲﾛﾝ 三つ打ちﾛｰﾌﾟ

ﾌｯｸ材質 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 鉄 鉄 鉄 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50 口径 50

ﾗﾝﾔｰﾄﾞ2本式 ﾗﾝﾔｰﾄﾞ2本式 柱上用 柱上用 柱上用
軽量ﾀｲﾌﾟの定番 軽量ﾀｲﾌﾟの定番 ﾛｰﾌﾟの両端にﾌｯｸ柱上用作業の必需品ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ付で

枝打ちに最適
湾曲ﾍﾞﾙﾄで長時間

の作業に最適

補足
取付簡単

2WAYﾘｰﾙ式
取付簡単

2WAYﾘｰﾙ式

補足 柱上用作業の必需品



ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８ＦＢ－１ ＥＡ９９８ＦＢ－２

品名 短絡防止型安全帯 防爆型安全帯

ベルトカラー イエロー グリーン
ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200

重量(g) 1330 1250
有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 1200 1200
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 有 有

ﾊﾞｯｸﾙ
鉄に樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
真鍮製ﾊﾞｯｸﾙ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － －
ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) 15X1500  直径10X1700

ﾛｰﾌﾟ材質 硬張力繊維
導電性

三つ打ちﾛｰﾌﾟ
ﾌｯｸ材質 鉄に樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ ﾍﾞﾘﾘｳﾑ銅製

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径 50 口径 50

短絡防止型（絶縁）
2WAYﾘｰﾙ式

ｴｽｺ品番 ＥＡ９９８Ｐ－１ ＥＡ９９８Ｐ－７ ＥＡ９９８Ｐ－１０ ＥＡ９９８Ｐ－１１ ＥＡ９９８Ｐ－１２ ＥＡ９９８Ｐ－１５ ＥＡ９９８Ｐ－１０１

品名
安全帯

（ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ付）
安全帯

（ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ付）
安全帯

（ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ付）
安全帯

（ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ付）
安全帯

（ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ付）
安全帯

（カールロープ式）
安全帯

（緊急ﾛｯｸ機構内蔵）
ベルトカラー イエロー イエロー イエロー イエロー グリーン ブルー グリーン

ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ（mm） 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1200 50X1300 50X1200
重量(g) 1000 1010 950 840 930 970 940

有効ｳｪｽﾄｻｲｽﾞ（mm) 900 900 900 900 900 1000 900
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 有 有 有 有 有 有 有

ﾊﾞｯｸﾙ
機械構造用炭素鋼

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
機械構造用炭素鋼

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
機械構造用炭素鋼

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ｱﾙﾐ製

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ
ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ

機械構造用炭素鋼
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

　ｱﾙﾐ製
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｯｸﾙ

補助ﾍﾞﾙﾄ(mm) － － － － － － －

ｽﾄﾗｯﾌﾟｻｲｽﾞ(mm) 18X1500(ﾌｯｸ除く） 18X1500(ﾌｯｸ除く） 18X1500(ﾌｯｸ除く） 18X1500(ﾌｯｸ除く） 18X1500(ﾌｯｸ除く） φ9X1500（最長） 18X1500(ﾌｯｸ除く）

ﾛｰﾌﾟ材質 耐熱アラミド繊維 耐熱アラミド繊維 耐熱アラミド繊維 耐熱アラミド繊維 耐熱アラミド繊維 ポリアリレート繊維

ﾌｯｸ材質 樹脂モールド加工 樹脂モールド加工 機械構造用炭素鋼 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ

ﾌｯｸｻｲｽﾞ(mm) 口径：50mm 口径：50mm 口径：50mm 口径：50mm 口径：50mm 口径：50mm 口径：50mm

ボタン巻き取り式 自動巻き取り式 自動巻き取り式 ﾚﾊﾞｰ切換式ﾘｰﾙ ﾚﾊﾞｰ切換式ﾘｰﾙ 落下質量100kg対応 自動巻き取り式
1本つり専用 1本つり専用 1本つり専用 1本つり専用 1本つり専用 カールロープ採用 1本つり専用

補足 防爆・帯電防止型

補足


