
「墜落制止用器具の規格」
2019年2月制定予定



Design

Light Weight

Safety & Comfortable

New Feature

スタイリッシュなフォルムはアパレルで活躍するデザイナーの
手によるもの。
各部のデザインはもちろん、全体のイメージを大きく左右する
縫製のパターンやピッチにもこだわりました。
腿ベルトの形状がV字タイプの「CANYON(キャニオン)」と、
水平タイプの「HORIZON(ホライゾン)」の2種類をご用意。

しなやかで手触りもよく、高級感も備えた軽量ベルトが、装着時
の動きやすさを実現。
数字以上の軽さを感じることができます。
ベルトカラーはブラックとシルバーの2色。

TITANの製品の根底にあるのは常に作業者の「安全」。
また、装着感を上げ、着脱をしやすくするショルダーパッドや、
腿のワンタッチバックルの他、重厚感を備えながらも軽量で
クチが広いD環や樹脂パーツに至る全てを新たに開発。
安全、そして使い心地。いずれにも信頼を頂けるハーネスです。

手にしただけでわかる「軽さ」

ハーネスにも着る楽しさを

快適な装着感、使い心地

交換が可能なチェストベルト(別売り)
D環付きのチェストベルトに取替えれば、フロントD環付き
ハーネスとしてご使用いただけます。

Package
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様
のお手元にお届けします。
開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。



写真のように、D環付きチェストベルトに付け
替れば、昇降移動時等に便利に、安全にお使い
頂けます。またPFDN型には専用のポーチが
付属しています。

PANGAEAは、胸ベルトの取り外しが可能です。
これにより、別の機能を持つ胸ベルトの取付や、
交換ができるようになりました。

ベルト : 幅40mm ポリエステル(ブラックのみ)
D環 : スチール
胸クリップ : ワンタッチ(アルミ合金製)
ベルト端末留め : 樹脂

PFDN型(別売り)
■フロントD環付きチェストベルト

取付後のズレを防ぐ
面ファスナー クチが広くランヤード

の接続がしやすくなっ
ています。

D環

High Speed
Quick Buckle
このハーネスのために
開発された腿部のワン
タッチバックル-HSQB-
がハーネスの着脱をスム
ーズにします。

ショルダーパッド
肩の負担を減らす他、
ハーネスの型崩れを
防ぎ着脱をスムーズ
にします。

PANGAEA用
休止フック掛け(×2)

広い開口部に加え絶妙な
カーブが、フックの先端を
捉えます。両胸に装備。

PAHN-10A-SI型PACN-10A-SI型
ベルトカラー : シルバー ベルトカラー : シルバー

PAHN-10A-BL型
ベルトカラー : ブラック

PCHN型(別売り)
■交換用チェストベルト

ベルト : 幅25mm ナイロン(ブラックのみ)
胸クリップ : ワンタッチ(アルミ合金製)
ベルト端末留め : 樹脂

取付後のズレを防ぐ
面ファスナー

男性モデル : 身長180cm / 女性モデル : 身長164cm  Mサイズを着用

腿ベルトの構造
フルハーネスはその構造から、墜落阻
止時の負荷を主に骨盤で受けます。
その骨盤を包み込むような構造を持
っており、尻当てのサポート効果と相
まってしっかりと衝撃を受け止めます。

尻当て

両腰のベルト固定板
ベルト保持板には4つのスリットが
あり、工具吊りの形状に応じて、作業
ベルトを自由に通すことができま
す。またベルトはしっかりと固定され
るので、工具の重みでへたりません。

PFDN型、PCHN型はPANGAEAハーネスの交換専用です。
PANGAEA以外のハーネスに装着しないでください。

＊PANGAEA用 作業ベルトの他、TITANの胴ベルト型に採用の
　胴ベルト(50mm幅)を装着することができます。

「フリーサイズ」「フリーサイズ」

＊PANGAEA用 作業ベルトの他、TITANの胴ベルト型に採用の
　胴ベルト(50mm幅)を装着することができます。

骨盤ベルト

フラットに配置された腿のベルト構造。
束縛感が少なく、脚を大きく開きやすい
事やそのシルエットから建設業ユーザー
より支持を得ています。

スライドループ
作業ベルトを締めてもハーネスのベルト
が体の動きに合わせてスライドするので
しゃがむ、かがむ等の動作でもベルトが
突っ張らず、動きやすくなっています。

腿ベルトの構造

墜落阻止時の
股間への負荷
を緩和。

PACN-10A-BL型
ベルトカラー : ブラック

2019年2月 発売予定 2019年2月 発売予定

掲載品は2019年2月に制定される予定の「墜落制止用器具の規格」に基づいて開発中のものです。製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。



肩•腿ベルト : 幅40mm ポリエステル
胸ベルト : 幅25mm ナイロン
肩バックル : スチール
腿バックル : ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環 : スチール
休止フック掛け × 2コ•ベルト保持板•尻当て•
D環固定板•ベルト止め・ベルト端末留め: 樹脂

ショルダーパッド : ナイロン

重量 : 約970g*1
サイズ*2 :

SPEC.

肩•腿•尻当てベルト : 幅40mm ポリエステル
胸ベルト : 幅25mm ナイロン
肩バックル : スチール
腿バックル : ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環 : スチール
休止フック掛け × 2コ•D環固定板•ベルト止め・
ベルト端末留め: 樹脂

ショルダーパッド : ナイロン

重量 : 約990g*1 
サイズ*2 :

SPEC.

［HORIZONは、作業ベルトとの併用を推奨します。］

PANGAEA用 作業ベルト
ベルト ： 幅50mm × 1,200mm
           ナイロン
バックル : アルミ合金
重量 : 約210g

シルバーとブラックの2色。
バックルカラーは、通常とは異なる
スモークシルバー。

PHAB-BL型(ブラック)
PHAB-S I型(シルバー)

ベルト端末留め
調整後の余ったベルト
の端末を美しく収納。
肩ベルトの他、チェスト
ベルトにも付属します。

腿ベルトのサポート
腿のループ形状を保持
する役目のベルトです。
一部を折り返して縫製
することで、効果を高め
フィット感を増します。

スタッフバッグ
ベルトカラーと同色のバッグに梱包し
お手元にお届けします。
開口部が大きく開くロール式で留め
具はワンタッチバックルを採用。
巻く回数で容積の調整が可能です。

窓に封入のリーフレットには所有者
の情報を書き込むスペースを設けて
管理しやすくする等、付属品でありな
がら使い勝手にもこだわったアイテ
ムです。

*1 ショルダーパッドの重量(約110g)は含みません。
*2 ご注文の際には型番の末尾に［-サイズ］を付けてください。サイズのご指定がない場合は「M」でのお届けになります。
　  身長160~180cmの範囲で、おおよそ標準的な体重の方は「M」のベルト長さを調整することでご使用いただけます。

PAHN-10A-SI型 PAHN-10A-BL型

PACN-10A-SI型 PACN-10A-BL型

2019年2月制定予定

素材 : ナイロン

「墜落制止用器具の規格」

サイズの目安

(別売り)

使用可能な質量 

以下100kg

使用可能な質量 

以下100kg
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東  京  支  店

北海道営業所
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TEL.06-6394-3541　  FAX.06-6395-0041

TEL.03-3352-5404     FAX.03-3350-5320

TEL.011-832-0145     FAX.011-832-7895

TEL.022-797-9860     FAX.022-797-9851

TEL.052-653-5770     FAX.052-653-5810

TEL.092-873-0392     FAX.092-873-0948

大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号

東 京 都 新 宿 区 四 谷 4 丁 目 2 5 番 5 号

北海道札幌市白石区菊水上町三条3丁目52番18-2

宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号

愛知県名古屋市熱田区三番町22番15号

福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号

(代)
　　　　　　　　　　 　は、安全帯・墜落防止機器
の専門メーカーとして、国内で初めてISO 9001 
品質マネージメントシステムの認証を取得しました。

墜落制止を目的とする製品は、誤った使い方をされますと重大な事故につながることが
あります。製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくだ
さい。

このカタログに記載の商品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。
印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。

JQA-2890
CM009 本社・本社工場

 登録事業者     サンコー（株）本社
   登録適用範囲  墜落防止用安全帯・同機器
高所作業用機器・ロープ式梯子を含む緊急
避難用機器の設計・開発・製造及びサービス2018-10-17
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