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https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR
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http://www.sanko-titan.co.jp/product/pangaea/
https://www.youtube.com/channel/UCWtmCBlz5ryKqd2jzOsNtJg


http://www.sanko-titan.co.jp/product/alphapocket/
http://www.sanko-titan.co.jp/product/pangaea-hv/


https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-R
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https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-M
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB01
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-R


墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、
落下距離を最短におさえる「ロック機能」を持った
巻取式等、安全性、使い心地ともにご満足頂ける
製品をご用意しております。

LANYARD FOR FULL-BODY HARNESS

LANYARD FOR
FULL-BODY HARNESS

■ランヤード各部の名称と表示長さ

■ランヤードの種類 ( 一例 )

構造物側、人体側フックの内側間の長さを表示しています。

■ ショックアブソーバ「第一種」の衝撃波形 (一例 )

0 1.0

0

4.0

6.0

(kN)
重
荷
撃
衝

(sec.)経過時間

130kgの重すいに長さ1.6mのランヤードを取り付け、2.2m落下させた時の
衝撃波形です。
(P31 に掲載の「HL-EB-130 型」を使用。)

2.2 <規格要求値>
破断せず、衝撃荷重は4.0kN以下
        (2.2kN以上の値の平均値)

<試験結果>
衝撃荷重「3.84kN」

■ショックアブソーバ

カバー
(収縮チューブ )

ショックアブソーバを覆う透明のカバー
は、内部のベルトの保護及び、形状を保つ
ためのものです。絶対に剥がさないでく
ださい。

（HL-MR01 型 )

（HL-ZCB型 )

DJMR 

不意に外れることを防止します。

ランヤードの長さ

ランヤードの長さ

DJMR( 人体側 )ショックアブソーバ

巻取器

カラビナ (人体側 )

アラミド芯入りテトロンストラップ

丸リング伸縮ストラップ

フック (構造物側 )
縫製部保護カバー

縫製部保護チューブ

伸縮ストラップ式
の例

巻取式の例

操作方法

(回転機能付き )

①安全装置を
押し上げながら

②外れ止め装置を
矢印の方向に
倒して解除

安全装置

外れ止め装置 回転環

カラビナ 操作方法

自動でロックが掛かる アルミ製軽量カラビナ（ADT型）

( ツイストロック式 )

③対象物に掛けた後
　そのまま手を離すと、
　バネの力によって
　自動で閉じロックが
　かかります。

①安全環を90度
　回転させて
　ロックを
　解除します。

22mm

倒す 離す

ロープ式伸縮ストラップ式巻取式

ロック機能付きで落下距離を最短にします
（P27～P30に掲載 )

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて
)載掲に23P、13P（。すまび伸

軽くて摩擦に強い三つ打ロープです。
（P30に掲載 )

操作方法

ショックアブソーバフック (構造物側 )

②奥に倒すと
　開口します。

( (開口時の
有効径22ミリ

回す
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http://www.sanko-titan.co.jp/product/ricoro-n/
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EZ1.3
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01-130_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EZ1.3-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01_D
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01-130_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR01-130_D
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MR-130


https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-RBLN506_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-RBLN506-130_H
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-MW
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-M
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-R
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-R


https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EBW
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-EB-130
http://www.sanko-titan.co.jp/product/ex-zero/
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-ZB
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-ZCW
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-ZCW-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL-ZCW-130


https://sanko-safetychecker.com/?model=HL2-ZB-UJ
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL2-ZB-UJ-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=HL2-R


http://www.sanko-titan.co.jp/product/alphapocket/


https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=SN505


130kg対応
ショックアブソーバ

 ： 材素ーバカ 収縮チューブ

130kg対応
ショックアブソーバ

 ： 材素ーバカ 収縮チューブ

軽量バックル

スチールバックル

ロック装置付き巻取器

胴ベルト : 幅50mm 長さ1,200mm
バックル : スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器 : 樹脂製ケース
ストラップ : 幅17mm  アラミド芯入りテトロン
長さ : 約1,150mm（ストラップ収納時 約420mm）
緩衝リング：スチール
フック : No.56A(軽量タイプ)
重量 : 約850g

RA507N-SB型

ロック装置付き巻取器

胴ベルト : 幅50mm 長さ1,200mm
バックル : スライド式(スチール製)

巻取器 : 樹脂製ケース
ストラップ : 幅17mm  アラミド芯入りテトロン
長さ :  約1,150mm（ストラップ収納時 約420mm）
緩衝リング : スチール
フック : No.57F(スチールカバー)
重量 : 約1,040g

R507N-YL型

使用可能な質量
100kg

使用可能な質量
100kg

フックNo.56A
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

フックNo.57F
(スチールカバー)

フルハーネスにも使える
吊り下げ＆着脱式

墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に
停止するので落下距離を最短にすることができ
ます。

墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に
停止するので落下距離を最短にすることができ
ます。

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」

ロック装置付き巻取器

巻取器 : 樹脂製ケース
ストラップ : 幅17mm  アラミド芯入りテトロン
長さ : 約1,530mm（ストラップ収納時 約530mm）
ショックアブソーバ : 第一種
フック : No.56A(軽量タイプ)
重量 : 約890g

PL-RBLN506型 使用可能な質量
100kg

D環へ連結する金具には2重の安全機構を装備しています。
安全ピンを引き上げながら、外れ止め装置を右方向に倒すと
着脱ができます。

安全装置

ベルト上のスペースは約 60mm。工具をたくさん装備し
たい方には便利です。
ランヤードを使用しない時には、D環から取り外すこと
ができます。

吊り下げ &着脱式

約130mm以内に収まる
省スペース設計

②外れ止め
装置

①安全ピン

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」
種別

第一種(4kN)
使用可能質量
100kg

最大自由落下距離
1.8m

落下距離
1.8~2.6m

製造年月
巻取器ケース裏面に表示

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

使用可能質量
130kg

最大自由落下距離
1.8m

落下距離
1.8~2.8m

YLSBGR

ベルトカラー

小型＆短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」を規格の
改正に合わせてリニューアル。
巻取器の容積、構成部品ともに約15%を削減しました。

さらに小さく軽く 約60mm

(注 )ストラップは常に巻き取る力が加わった状態です。ストラップを短く使うことで
         落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。

(注 )ストラップは常に巻き取る力が加わった状態です。ストラップを短く使うことで
         落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。

YLLGSBGRBLBL NB

ベルトカラー

YLLGSBGRBLBL NB

ベルトカラー

種類
胴ベルト型

使用可能質量
100kg

最大自由落下距離
1.3m

落下距離
1.7~1.9m

製造年月
巻取器ケース裏面に表示

巻取器に表示の内容

RA507N型

Safety Checker

RA507N型
R507N型共通

Safety Checker

ベルト止め

ベルト止め

「まわる•たためる」
UJ環

ユニバーサルジョイント

フックNo.56A
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

ショック
アブソーバ(第一種)

フックNo.56A
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

軽量バックル
ショック
アブソーバ(第一種)

UJ環

ベルト止め

TL環

軽量

ロック装置付き巻取器

胴ベルト : 幅50mm 長さ1,200mm
バックル : スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器 : 樹脂製ケース
ストラップ : 幅17mm  アラミド芯入りテトロン
長さ : 約1,530mm（ストラップ収納時 約530mm）
ショックアブソーバ : 第一種
フック : No.56A(軽量タイプ)
重量 : 約1,160g

RBLN506-BL型 使用可能な質量
100kg

「Safety Checker」•••詳しくはP8をご覧ください。 「Safety Checker」•••詳しくはP8をご覧ください。

PL-RBLN506型
(胴ベルト型用)

Safety Checker

RBLN506型

Safety Checker

リニューアルでさらに
コンパクトになった小型＆短尺の巻取式

シリーズのより詳しい情報は
こちらの専用ページで
ご確認頂けます。

◯PL-RA507N型 (ランヤード単品)

◯PL-R507N型 (ランヤード単品)

重量 : 約930g

ロック装置付き巻取器
タイプ1ランヤード

PL-RBLN506-130型
使用可能な質量
130kg

RBLN506-130型

Safety Checker

PL-RBLN506-130型
(胴ベルト型用)

Safety Checker

重量 : 約1,200g

ロック装置付き巻取器
タイプ1ランヤード

RBLN506-130-BL型
使用可能な質量
130kg

兼用 フルハーネス型
胴ベルト型

兼用 フルハーネス型
胴ベルト型

兼用 フルハーネス型
胴ベルト型

兼用 フルハーネス型
胴ベルト型

種類
フルハーネス型
/ 胴ベルト型

墜落制止時に衝撃を受けると、変形することでそのエネ
ルギーを吸収する緩衝リングを装備しています。
ショックアブソーバと比べてかさばらず、コンパクトに
携帯が可能です。また腰回りもスッキリ。

100kgに対応の緩衝リングNEW

試験時の一例

変形することで衝撃を吸収します。

39 40

BODY BELT

上記の落下距離は胴ベルト型として使用した際の数値です。 
フルハーネス型は P29に記載しています。

http://www.sanko-titan.co.jp/product/ricoro-n/
https://sanko-safetychecker.com/?model=RA507N
https://sanko-safetychecker.com/?model=RA507N
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-RBLN506_D
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-RBLN506-130_D
https://sanko-safetychecker.com/?model=RBLN506
https://sanko-safetychecker.com/?model=RBLN506-130


https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50-ER
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50-EB-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=SNHN
https://sanko-safetychecker.com/?model=SNHN-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=AWKN
https://sanko-safetychecker.com/?model=AWKN-130


https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-A-1P
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-86
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56_H


https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50-ER
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=RBLN506
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50


https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=RA507N
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=KLN50
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http://www.sanko-titan.co.jp/news/2020/11/10/3673/


https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56-130_D
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505
https://sanko-safetychecker.com/?model=SLN505-130
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56
https://sanko-safetychecker.com/?model=PL-B-56_H
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