
フルハーネス型安全帯

補助金申請受付開始！補助金申請受付開始！
新規格のフルハーネス安全帯を購入する場合

補助金の申請が出来ます！
新規格のフルハーネス安全帯を購入する場合

補助金の申請が出来ます！

対象となる方

・労働保険に加入している中小企業事業主様
・労災保険に特別加入している個人事業者様

Web 登録期間

※大幅に上回る申請があった場合
　期間中でも中止になる場合があります。

5/14（金）～ 7/15（木）

補助金交付額

申請方法

１本あたりの上限

同一申請者の合計上限

10,000 円

300,000 円

中小企業様
個人事業者様

登録支援小売店
（建災防本部ホームページ掲載）

建災防

建災防

建災防
（検査）

（審査）

購入金額が
20 万円以上になりますか？

ワークランドで
お見積り！

機種、数量等ご相談下さい。

◆補助金推奨商品がメーカーごとに決まっています。
　推奨商品一覧をご用意しております。

納期を確認致します。

◆交付決定から 80 日以内に購入可能な商品に限ります。

YES

申請 通知 購入 発行

郵送

振込

NO

Web 登録後、
14 日以内に申請書類送付

建災防本部HP を
ご確認下さい。

Web 登録後、14 日以内に
申請書類送付

中小企業様
個人事業者様

中小企業様
個人事業者様

中小企業様
個人事業者様

交付決定（見送り）の
ご連絡

交付決定後、商品の購入
※交付決定前に購入等した物は
　対象となりませんのでご注意下さい。

請求・納品・
領収書の

発行

実績報告書類
※交付決定から
　80 日以内

申請には見積書が必要になります。
是非ご相談下さい！

建災防のサイトで補助金の申し込みをする
↓
登録番号が建災防より送信されます。
※Web 登録後、14 日以内に申請書（見積書等）の提出が必要になります。

補助金の
振込み

交付決定日から 80 日以内に実績報告書類提出

※補助対象は墜落制止用器具の規格に適合していない既存の安全帯から
　構造規格を上回る「フルハーネス型安全帯」の買換が対象となります。
※お支払いは全額現金、もしくは銀行振込のみ。クレジット払いは不可となります。
※予算額を上回る申請があった場合、予算の範囲内で加点合計の高い順に交付決定されます。
　詳細は建災防HPをご確認下さい。

▼建災防HP

（補助対象経費上限 20,000 円の 1/2）
（例）・タジマ A1GSMJR-WL2　単価 16,500 円　補助金   8,250 円

・KH　　XVGSLTPRK2       単価 34,500 円　補助金 10,000 円



価格はお問合せ下さい。
ワークランド特価で
ご提案させて頂きます！

価格はお問合せ下さい。
ワークランド特価で
ご提案させて頂きます！

補助金推奨製品一覧表

動きやすい蛇腹式ランヤードセット
SEGハーネスGS╱スチール製バックル
●束縛感の少ないベーシックフィット構造
●肩に食い込まない46㎜幅広ベルト
●ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから装着スペースを奪わない
●ハーネス用フックハンガー付

ランヤード╱蛇腹×2
●短くなるので邪魔にならない蛇腹式
●ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用
●ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用
●ASSA（アクティブスマートショックアブソーバ）を搭載
　ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
●硬質焼入ゲート付スチールフック（L2フック）
●フックはランヤードが絡まりにくい「より戻し付」
※本品はハーネス・ランヤードが一体型となっています

ライン白 黒

ハーネスGS
蛇腹ダブルL2セット

ランヤード

上出し

スチール製

GS

ライン赤

色 サイズ 品　番 製品重量

ライン
赤

A1GSSJR-
WL2RE 2,590g

A1GSMJR-
WL2RE 2,620g

A1GSLJR-
WL2RE 2,650g

ライン
白

A1GSSJR-
WL2WH 2,590g

A1GSMJR-
WL2WH 2,620g

A1GSLJR-
WL2WH 2,650g

黒

A1GSSJR-
WL2BK 2,590g

A1GSMJR-
WL2BK 2,620g

A1GSLJR-
WL2BK 2,650g

●ハーネス +ランヤードセット

　種類：フルハーネス型タイプ 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
種別：第一種（4kN）
最大自由落下距離：2.3 ｍ
落下距離：4.1m

●ハーネス+ランヤードセット
種類：フルハーネス型タイプ 1
使用可能質量：100k g 以下
ランヤード長：1.5 m

ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN ）
最大自由落下距離：2.3 ｍ
落下距離：4.1m

お求めやすい平ロープの入門用ランヤードセット
SEGハーネスGS╱スチール 製バックル
●束縛感の少ないベーシックフィット構造
●肩に食い込まない46㎜幅広ベルト
●ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから装着スペースを奪わない
●ハーネス用フックハンガー付
ランヤード╱平ロープ×2
●丈夫でしなやかな平ロープを採用
●ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用
●ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用
●ASSA（アクティ ブスマートショックアブソーバ）を搭載
ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
●フックは耐久性の高いスチールフック（L1フック ）
※本品はハーネス・ランヤードが一体型となっています

ハーネスGS
平ロープダブルL1セット

ランヤード

上出し
スチール製

G S

色 サイズ 品 番 製品重量

黒

2,320ｇ

2,350ｇ

2,380ｇ

A1GSSFR-
WL1BK

A1GSMFR-
WL1BK
A1GSLFR-
WL1BK

cm

cm

cm

肩ベルトの長さサイズ

cm

cm

cm

身長（目安）肩ベルトの長さ■タジマハーネス ベストサイズの選び方
肩ベルトの長さを参考に
適合サイズをお選びください！

動画でも
ご確認ください

図のように普段装着している胴ベルトのお腹側中心から
胸→肩→背中を通り、背面側の胴ベルト中心までの長さを
ドレスメジャー等で測定してください。

胴ベルト
の中心

95-105

105-115

115-125

155-165

165-175

175-185

加点 項目2

加点 項目2



補助金推奨製品一覧表（1）

XVGSLTPRK2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・反射テープライン＋
W巻取式ランヤード品名：

カラー：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

33,500円（税込）価格：

XVGSLJPWS2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・反射テープライン＋
W伸縮式ランヤード品名：

反射テープ-黒カラー：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

視認性反射板等

27,880円（税込）価格：

IPGSLTPRK2型番：

フルハーネスI型ストレッチ・反射テープライン＋
W巻取式ランヤード品名：

反射テープ-黒カラー：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

34,180円（税込）価格：

IPGSLJPWS2型番：

フルハーネスI型ストレッチ・反射テープライン＋
W伸縮式ランヤード品名：

反射テープ-黒カラー：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

視認性反射板等

27,800円（税込）価格：

フルハーネス

ブラック
ランヤード

YPNSLTPRK2型番：

フルハーネスY型・反射テープライン＋
W巻取式ランヤード品名：

反射テープ-黒カラー：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

29,000円（税込）価格：

YPNSLJPWS2型番：

フルハーネスY型・反射テープライン＋
W伸縮式ランヤード品名：

反射テープ-黒カラー：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

視認性反射板等

23,000円（税込）価格：

フルハーネス

ブラック
ランヤード

反射テープ-黒
フルハーネス

ブラック
ランヤード

加点 項目5 加点 項目4

加点 項目3加点 項目4

加点 項目3加点 項目4



加点 項目5

加点 項目4

加点 項目3

加点 項目2
加点 項目5

加点 項目6

加点 項目6

補助金推奨製品一覧表（2）

XVGBLJPRK2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・
ブルーライン＋W巻取式ランヤード品名：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

32,000円（税込）価格：

XVGBLJPRE2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・
ブルーライン＋W巻取式ランヤード＋緊急ストラップ品名：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

サスペンショントラウマストラップ

35,000円（税込）価格：

XVGBLJPME２型番：

フルハーネスX型ストレッチ・ブルーライン＋
S巻取式ランヤード＋S伸縮式ランヤード＋緊急ストラップ品名：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

サスペンショントラウマストラップ

36,000円（税込）価格：

XVGBLTPGK2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・
ブルーライン＋W伸縮式ランヤード品名：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

視認性反射板等

32,800円（税込）価格：

IPGBLJPWB2型番：

フルハーネスI型ストレッチ・ブルーライン＋
W伸縮式ランヤード品名：

青ライン-黒カラー：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

視認性反射板等

27,800円（税込）価格：

XPTKLSPWK2型番：

フルハーネスX型＋
W伸縮式ランヤード品名：

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

18,180円（税込）価格：

カラー： 青ライン-黒
フルハーネス

ブラック
ランヤード

カラー： 青ライン-黒
フルハーネス

ブラック
ランヤード

カラー： 青ライン-黒
フルハーネス/伸縮式ランヤード

ブラック
巻取式ランヤード

XVGBLJPMB2型番：

フルハーネスX型ストレッチ・ブルーライン＋
S巻取式ランヤード＋S伸縮式ランヤード品名：

背中Ｘ字　腿Ｖ字型

ツインランヤード

ワンタッチバックル装備

ロック機能付き巻取器

視認性反射板等

33,000円（税込）価格： カラー： 青ライン-黒
フルハーネス/伸縮式ランヤード

ブラック
巻取式ランヤード

カラー： 青ライン-黒
フルハーネス

ブラック
ランヤード

カラー： 緋ライン-黒
フルハーネス

ブラック
ランヤード



fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi

fi

fi

アルミバックル付 胴ベルト ワンタッチバックル付 胴ベルト スチールバックル付 胴ベルト 安全ブロック取付肩ベルト 

標準長さ 120cm 質量：200ｇ 標準長さ 120cm 質量：350ｇ 標準長さ 120cm 質量：280ｇ 長さ 45cm 質量：170ｇ 

         

①ワンタッチバックル付ハーネス本体 

②ダブルランヤード（タイプ 1） 

 

伸縮ロープ式 WZAENC-8D ランヤード長 110⇔160 ㎝ 

３PHNW－WZ－BL （サイズ）

 

質量：1145ｇ 

平綱ロープ式 WHTSNC-8D ランヤード長 170 ㎝ 
 

 
どちらかを選択 

■セット型番・品名と追加安全措置の内容 

型番 品名 
追加安全措置 
ワンタッチ
バックル

２本
ランヤード

価格
 

 〇
3PHNW-BL（サイズ）+ 平綱ダブルランヤード
3PHNW-BL （サイズ）+ 伸縮ダブルランヤード

 〇 
〇
〇 

質量：1125ｇ 

補助金推奨製品一覧表（1）

｢既存不適合機械等更新支援補助金」推奨セット

取り外し可能で好みの
場所に取り付けできる
新型フックハンガー 

固定プレートが不要
で違和感やムレが少
ない独自構造のＤ環 

３ＰＨＮＷタイプ（背中Ｙ字 もも水平型）

仕様
●カラー : 黒（BL） ●サイズ :Ｍ･Ｌ･ＬＬ ●本体質量 :1050ｇ（Ｍサイズ）・1080ｇ（Ｌサイズ）・1110ｇ（LL サイズ）
●適応身長：M：160 ～ 180cm・L：170 ～ 190cm・LL：190ｃｍ以上 ※標準体型による目安

※画像の胴ベルトは別売

小型フック・回転連結リング付 小型フック・回転連結リング付

３PHNW－WTS－BL （サイズ）

◆胴ベルト・その他（別売）

KB-8 

28,000円～29,500円（税込）
24,000円～25,500円（税込）

※130kg 用については価格が変更になります。

加点 項目2



※ランヤード右側引き出し専用 ※ランヤード左側引き出し専用 

アルミバックル付 胴ベルト ワンタッチバックル付 胴ベルト スチールバックル付 胴ベルト 安全ブロック取付肩ベルト 

標準長さ 120cm 質量：200ｇ 標準長さ 120cm 質量：350ｇ 標準長さ 120cm 質量：280ｇ 長さ 45cm 質量：170ｇ 

         

①ワンタッチバックル付ハーネス本体 

②ダブルランヤード（タイプ 1） 

 

常時巻取り式 DRNC-M-51S ランヤード長160 ㎝
 

 

常時巻取り式 DRNC-M-51S 8R ランヤード長160 ㎝
 

 
 

■セット型番・品名と追加安全措置の内容 

 

補助金推奨製品一覧表（2）

｢既存不適合機械等更新支援補助金」推奨セット

取り外し可能で好みの
場所に取り付けできる
新型フックハンガー 

固定プレートが不要
で違和感やムレが少
ない独自構造のＤ環 

３ＰＨＮＷタイプ（背中Ｙ字 もも水平型）

仕様
●カラー : 黒（BL） ●サイズ :Ｍ･Ｌ･ＬＬ ●本体質量 :1050ｇ（Ｍサイズ）・1080ｇ（Ｌサイズ）・1110ｇ（LL サイズ）
●適応身長：M：160 ～ 180cm・L：170 ～ 190cm・LL：190ｃｍ以上 ※標準体型による目安

※画像の胴ベルトは別売

小型フック・回転連結リング付
巻込み停止付
質量 :740g

小型フック逆付・回転連結リング付
巻込み停止付
質量 :740g

◆胴ベルト・その他（別売）

KB-8 

＋＋
 

fi

fi
３PHNW－DR２－BL （サイズ）

型番 品名 
追加安全措置 
ワンタッチ
バックル

２本
ランヤード

価格
 

 〇3PHNW-BL （サイズ）＋
常時巻取り式ランヤード×２本 〇 31,000円～32,500円（税込）

※130kg 用については価格が変更になります。

加点 項目2



｢既存不適合機械等更新支援補助金」推奨セット

補助金推奨製品一覧表（3）

取り外し可能で好みの
場所に取り付けできる
新型フックハンガー 

使い勝手と装着感に
優れた背中Ｘ型タイ
プ 

fi

fi

アルミバックル付 胴ベルト ワンタッチバックル付 胴ベルト スチールバックル付 胴ベルト 安全ブロック取付肩ベルト 

標準長さ 120cm 質量：200ｇ 標準長さ 120cm 質量：350ｇ 標準長さ 120cm 質量：280ｇ 長さ 45cm 質量：170ｇ 

①ワンタッチバックル付ハーネス本体 

②ランヤード（タイプ 1）×２本 

 

常時巻取り式 DRNC-M-51S ランヤード長 160 ㎝ 

４PHNW－WZ－BL （サイズ）

 

質量：1145ｇ 

平綱ロープ式 WHTSNC-8D ランヤード長170 ㎝
 

 
どどちちららかかをを選選択択 

■セット型番・品名と追加安全措置の内容 

型番 品名 
追加安全措置 
ワンタッチ
バックル

２本
ランヤード

価格
 

 〇
4PHNW-BL （サイズ）+ 平綱ダブルランヤード
4PHNW-BL （サイズ）+ 伸縮ダブルランヤード

 〇 
〇
〇 

質量：1125ｇ 

4ＰＨＮＷタイプ（背中Ｘ字 もも水平型）

仕様
●カラー : 黒（BL） ●サイズ :Ｍ･Ｌ･ＬＬ ●本体質量 :1130ｇ（Ｍサイズ）・1170ｇ（Ｌサイズ）・1220ｇ（LL サイズ）
●適応身長 :M：160 ～ 180cm・L：170 ～ 190cm・LL:190ｃｍ以上 ※標準体型による目安

※画像の胴ベルトは別売

小型フック・回転連結リング付 小型フック・回転連結リング付

４PHNW－WTS－BL （サイズ）

◆胴ベルト・その他（別売）

KB-8 

27,000円～28,500円（税込）
24,000円～25,500円（税込）

※130kg 用については価格が変更になります。

加点 項目2



※ランヤード右側引き出し専用 ※ランヤード左側引き出し専用 

＋

｢既存不適合機械等更新支援補助金」推奨セット

補助金推奨製品一覧表（4）

取り外し可能で好みの
場所に取り付けできる
新型フックハンガー 

使い勝手と装着感に
優れた背中Ｘ型タイ
プ 

fi

fi

アルミバックル付 胴ベルト ワンタッチバックル付 胴ベルト スチールバックル付 胴ベルト 安全ブロック取付肩ベルト 

標準長さ 120cm 質量：200ｇ 標準長さ 120cm 質量：350ｇ 標準長さ 120cm 質量：280ｇ 長さ 45cm 質量：170ｇ 

①ワンタッチバックル付ハーネス本体 

②ランヤード（タイプ 1）×２本 

 

常時巻取り式 DRNC-M-51S ランヤード長 160 ㎝ 

４PHNW－DR２－BL （サイズ）

 

質量:740g  

常時巻取り式 DRNC-M-51S 8R ランヤード長160 ㎝
 

 
 

■セット型番・品名と追加安全措置の内容 

型番 品名 
追加安全措置 
ワンタッチ
バックル

２本
ランヤード

価格
 

 〇４PHNW-BL （サイズ）＋
常時巻取り式ランヤード×２本 〇

 

4ＰＨＮＷタイプ（背中Ｘ字 もも水平型）

仕様
●カラー : 黒（BL） ●サイズ :Ｍ･Ｌ･ＬＬ ●本体質量 :1130ｇ（Ｍサイズ）・1170ｇ（Ｌサイズ）・1220ｇ（LL サイズ）
●適応身長 :M：160 ～ 180cm・L：170 ～ 190cm・LL:190ｃｍ以上 ※標準体型による目安

※画像の胴ベルトは別売

小型フック・回転連結リング付
巻込み停止付

小型フック逆付・回転連結リング付
巻込み停止付
質量 :740g

◆胴ベルト・その他（別売）

KB-8 

31,000円～32,500円（税込）

※130kg 用については価格が変更になります。

加点 項目2


