
３ＭTM 墜落防止用製品

Personal Safety Division
Elevating Safety to New Heights.
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高所作業にたずさわる皆様が安全に帰路につくために、お役に立ちたい。

安全衛生製品を必要とする方々の負担を軽減し、人々の健やかな暮らし作りに貢献したい。

その願いを胸に抱き、スリーエム ジャパン株式会社　安全衛生製品事業部では

1976 年以来長年にわたり安全衛生に関する多くの製品とサービスを提供してまいりました。

最新の技術と豊富な知見をもとに開発された製品は、いまでは様々な産業でご愛用いただいております。

３Ｍ社は、2015 年 8 月、墜落防止システムの世界のリーディングカンパニーであるCapital Safety 社を買収。

両社の安全にかける願いを融合させることで、高所作業にたずさわる皆様が安全に帰路につくための

ソリューションを提供させていただきます。

３Ｍの墜落防止ソリューション

３Ｍは、墜落防止用製品事業におけるグローバルのリーディングカンパニーです。

70+
70 年以上にわたり蓄積された
墜落防止と安全にかける経験

16
世界に 16 ヶ所の物流センター
でお客様への供給をカバー

20
世 界 に 20 ヶ 所 の カ ス タ マ ー
サービスセンターでお客様を
サポート

400+
世界に 400 ヶ所以上の公認リ
ペアセンター

7
世界に７ヵ所の製造拠点

1 7
世界に 17 ヶ所のお客様向けト
レーニングセンター

300+
300 を超える特許

20,000+
20,000 を超える製品群

※この見開きの写真は海外での運用例です。
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70 年以上前に始まった墜落防止への取り組みは、

世界で最初の安全ブロックをはじめとして、多様なソリューションを

生み出しました。

今では、世界中で様々な産業の高所作業に携わる皆様の安全の確保に

貢献しています。

世界で最初の
安全ブロックを開発しました。

３Ｍの墜落防止用製品事業のグローバル展開

安全ブロック　アンカー

移動式アンカーシステム

救助および昇降器具

工具の落下防止器具

垂直親綱　昇降補助器

マンホールなど狭い空間の
昇降器具

ハーネス型安全帯　ランヤード
水平親綱

1940 年

製造 鉱業

化学 建設

石油・ガス 造船

通信 輸送機

公共事業 風力発電※この見開きの写真は海外での運用例です。



3M Fall Protection
3Mは墜落防止をシステムとして考えます。

墜落を阻止する大切なポイントであるアンカー、身体に装着するハーネス型安全帯、アンカーとハーネス型安全帯をつなげるラン

ヤードや安全ブロック。これら基本となる器具に加えて、墜落後に安全に救助をするための降下・レスキュー器具や、作業者への安

全教育を施すことで、お客様とご一緒に、より一層信頼できる墜落防止の仕組みを作り上げてゆきます。

アンカーは墜落防止器具の基本です。様々な場所に様々な方法で
設置できるアンカーを提案します。

シンプルで軽量なモデルからレスキューなど特種用途まで、安全
性の高いハーネスを提案します。

世界で初めての安全ブロックを開発して以来、信頼される安全ブ
ロックを提供してまいりました。墜落時に身体にかかる負担を軽
減したランヤードとあわせて提案します。

墜落後に安全に救助する手段を確保するために、救助する器具や
救助を待つための製品を提案します。

nchors（アンカー類）：
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A

B ody Support（装着するハーネス類）：

C onnectors（アンカーとハーネスをつなぐ製品）：

D escent and Rescue（降下、救助器具）：
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３Ｍのハーネス型安全帯はしっかり着ても快適！
1998 年以降、米国ではハーネス型安全帯の使用が義務化されており、そこで培われた技術と経験に基づき、 安全 性と頑丈性、快適性を備えた製品を提供させていただきます。３M は、作業時の快適性はもちろんのこと、
墜落防止時の安全性も重要なポイントと考えています。 万一の際も身体への負担を軽減する設計になっています。　

骨盤サポート構造 縫いつけてないので動く！ しゃがんでもつっぱらない！

３Ｍ™ DBI-サラ™  エグゾフィット™ ライト
ハーネス型安全帯

機能と快適さを追求したモデル

安全設計特長  1 快適で動きやすいデザイン特長  2

ベルト交差部分が可動式のため身体の動き
に追従。

おしりの周りに余裕を持たせたデザインの
ため、しゃがみこみ作業も楽。

墜落防止時の衝撃を効果的に分散。

３Ｍ™ DBI-サラ™ エグゾフィット ネックス™

ハーネス型安全帯

充実した機能と、より高い快適性を追求したモデル

３Ｍのハーネス型安全帯に共通した特長

パラシュート式ベルトアジャスターモデル

パラシュート式ア
ジャスターで動 作
の邪魔にならない。
作業量が多く個人
専用で使用する方
にお勧め。
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３Ｍのハーネス型安全帯はしっかり着ても快適！
1998 年以降、米国ではハーネス型安全帯の使用が義務化されており、そこで培われた技術と経験に基づき、 安全 性と頑丈性、快適性を備えた製品を提供させていただきます。３M は、作業時の快適性はもちろんのこと、
墜落防止時の安全性も重要なポイントと考えています。 万一の際も身体への負担を軽減する設計になっています。　

インパクトインジケーター カバー付きラベル

３Ｍ™ DBI-サラ™  エグゾフィット™ ライト
ハーネス型安全帯 日本 のお客様の声を

元に日本専用に開発

安全管理特長  3

背中のベルトの折り返し縫いされた部分
（インパクトインジケーター）が残っている
かどうかを確認することで、墜落のような
強い衝撃を受けた安全帯かどうかを容易
に見分けられます。

使用履歴や製品のロット番号などの表記
がカバーで保護されるため、擦れや太陽
光による滅失が無く、安全管理に役立ち
ます。

ハーネスのループに通すことで、道具ベルトと
の組み合わせ使用が可能。

※身体にフィットした場所に道具ベルトが来るかどうか
事前にご確認ください。
※ハーネスの上から道具ベルトを着用することも可能
です。

３Ｍ™ プロテクタ™ 
ハーネス型安全帯

軽さを追求したモデル

回転式ベルトアジャスターモデル

回転式アジャスター
でサイズを調整しや
すい。複数の方が
共用する環境にお
勧め。

道具ベルトとの併用
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ベルト固定ノブ

バックル着脱用
タブ

労働安全衛生法の安全帯の規格適合

充実した機能と、より高い快適性を追求したモデル

３Ｍ™ DBI-サラ™ エグゾフィット ネックス™
ハーネス型安全帯
3M™ DBI-SALA™ ExoFit NEX™ Full-Body Harness

※調整幅を大きめにとっているのでＭサイズでも身体の大きめの方に 
    も対応できます。

サイズ 品番 重量
Ｓ 1112971 1.9kg
Ｍ 1112972 1.9kg

ハーネスのループに通すことで、道具ベルトとの組み合わせ使用
が可能。

※身体にフィットした場所に道具ベルトが来るかどうか事前にご確認ください。
※ハーネスの上から道具ベルトを着用することも可能です。

※着用イメージです。

サイズチャート

身
長
（
ｍ
）

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
36 45 54 63 73 82 91 100 109 118

体重（kg）

S
M

道具ベルトとの併用
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複合素材パッド

軽量で通気性の優れた快適な複合
素材で出来たパッドです。

撥水加工ベルト

カビや汚れが付きづらいように加
工されています。

カバー付ラベル

使用履歴や製品のロット番号などの表記がカバーで保護される
ため、擦れや太陽光による滅失が無く安全管理に役立ちます。

回転式ベルト
アジャスター

シンプルで素早くベルト長を調整で
きます。ベルトの端を巻き取るため、
余ったベルトが邪魔になりません。

クイックコネクト
バックル

軽量で、片手で操作できます。ベルト
の長さを調整し保持する機構がついて
おり、素早く確実に装着できます。

アルミ製自立式 D リング

軽量なアルミ合金製。高い安全性
を提供します。スプリング機構に
より D リングが自立します。
すばやく簡単で安全に
ランヤードや安全ブロックに
接続できます。

やわらかいエッジ

パッドにより、身体との擦れを軽減
します。

反射材

暗くて危険な環境でも、作
業 者 の 存 在 が 分 か る 様 に
足・胸・肩・背に取り付け
られています。

ランヤードキーパー

ランヤードのフックを掛けて休止
させます。急にフックを外すとき
にもキーパーは容易に外れるので
安全です。

開閉式ポケット

携帯電話やスマートフォン、カメ
ラなどを入れることができます

墜落防止時
うっ血対策ストラップ

墜落防止時に腿にかかる負担を
軽減させ、うっ血を防止します。

エックス型背当パッド

一体型のエックス型背当パッドにより、快適でもつれのない着用が
できます。

インパクトインジケーター

墜落防止時の荷重がかかったハーネス型安全帯
かどうかを表示します。この折り返しが剥がれ
た安全帯は墜落荷重がかかったものですので、
使用しないでください。

墜落防止時の荷重を効果的
に分散させます。

しゃがみこみ作業のときも
邪魔になりません。

骨盤サポート構造
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主な特長サイズ

労働安全衛生法の安全帯の規格適合

機能と快適さを追求したモデル

作業をさまたげない
シンプル構造、快適フィット

３Ｍ™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト
ハーネス型安全帯
3M™ DBI-SALA™ ExoFit™ Light Full-Body Harness

サイズチャート

身
長
（
ｍ
）

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
36 45 54 63 73 82 91 100 109 118

体重（kg）

S
M

※着用イメージです。

パラシュート式アジャスターで動作の邪魔にならない。　
作業量が多く個人専用で使用する方にお勧め。

1

2 3

5

6

4

パラシュート式ベルトアジャスターモデル

ランヤードキーパー

カバー付きラベル
使用履歴や製品ロット番号
などの表記がカバーで保護
されるため、擦れや太陽光
による滅失が無く安全管理に
役立ちます。

ランヤードのフックやロープ
を掛けて休止させます。急
にフックを外すときにもキー
パーから容易に外れるので
安全です。

使用例

1

3

2

4

クイックコネクトバックル

インパクトインジケーター

軽快なクリック感と
共にワンタッチ着脱
が可 能で、 かつ頑
丈な設計です

墜落防止時の荷重がかかっ
たハーネス型安全帯かどうか
を表示します。この折り返し
が剥がれた安全帯は墜落荷
重がかかったものですので、
使用しないでください。

パラシュート式ベルトアジャスターでス
マートなデザイン。ベルトの長さを調整
しやすいうえ、スプリングでベルトを押
さえる方式のため、ベルトの長さを保持
しやすい構造です。

※調整幅を大きめにとっているのでＭサイズでも身体の大きめの方に 
    も対応できます。

サイズ 品番 重量
Ｓ 1114078 1.2kg
Ｍ 1114079 1.2kg

日本のお客様の声を元に日本専用に開発
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主な特長

複数の方の共用にもお勧め
簡単調節、快適フィット

道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用（当社品比較）

※着用イメージです。

回転式アジャスターでサイズを調整しやすい。

3

5

6

4

1

2

回転式ベルトアジャスターモデル

5

6 骨盤サポート構造

墜落防止時の荷重を効果的
に分散させます。

しゃがみこみ作業のときも
邪魔になりません。

ハーネスのループに通すことで、道具ベルトとの組み合わせ使用
が可能。

※身体にフィットした場所に道具ベルトが来るかどうか事前にご確認ください。
※ハーネスの上から道具ベルトを着用することも可能です。

道具ベルトとの併用

回転式アジャスターでベルトの長さをク
イックフィット。シンプルで素早くベルト長
を調整できます。ベルトの端を巻き取る
ため、余ったベルトが邪魔になりません。

ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすい

※調整幅を大きめにとっているのでＭサイズでも身体の大きめの方に 
    も対応できます。

サイズ 品番 重量
Ｓ 1114080 1.3kg
Ｍ 1114081 1.3kg

日本のお客様の声を元に日本専用に開発



墜落防止後に吊り下げられ
た状態になった時に、股部
のうっ血を防止し、安全に
救助を待つためのハーネス
オプションです。様々な種類
のハーネスに簡単に取り付けていただけます。股部にかか
る圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。

３Ｍ™ DBI-サラ™ 墜落防止時
うっ血対策ストラップ
３Ｍ™ DBI-SALA™ Suspension Trauma Safety Straps

（左右一組）品番 9513442

インパクト
インジケーター

墜落防止時の荷重が
かかったハーネス型
安全帯かどうかを表
示します。この折り
返しが剥がれた安全
帯 は 墜 落 荷 重 が か
か っ た も の で す の
で、使用しないでく
ださい。

大きな D リング

安心確実にランヤードや安全
ブロックと接続できます。

胸ベルトに金属バックル
頑丈な金属バックル
の た め、 墜 落 時 に
万 一 胸 に 荷 重 が か
かっても安心です。

カバー付ラベル

使用履歴や製品のロット番号などの
表記がカバーで保護されるため、擦
れや太陽光による滅失が無く安全管
理に役立ちます。

労働安全衛生法の安全帯の規格適合

軽さを追求したモデル（約 800ｇ）。

３Ｍ™ プロテクタ™
ハーネス型安全帯
3M™ Protecta™  Full-Body Harness

サイズチャート

身
長
（
ｍ
）

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47

36 45 54 63 73 82 91 100 109 118
体重（kg）

S
M

墜落防止時の荷重を効果的
に分散させます。

しゃがみこみ作業のときも
邪魔になりません。

骨盤サポート構造

※調整幅を大きめにとっているのでＭサイズでも身体の大きめの方に 
    も対応できます。

サイズ 品番 重量
Ｓ 1191550 0.8kg
Ｍ 1191551 0.8kg

11

ハーネスのループに通すことで、道具ベルトとの組み合わせ
使用が可能。
※身体にフィットした場所に道具ベルトが来るかどうか事前にご確認くだ
さい。
※ハーネスの上から道具ベルトを着用することも可能です。

道具ベルトとの併用



労働安全衛生法の安全帯の規格適合

シングル ツイン

品番 1246426 1246427

ランヤード長さ 収縮時：1.2m、伸長時：1.7m

ウェブ幅 25mm

製品重量 0.7kg 1.1kg

品 番 1260322 1260323

仕 様
ランヤード長：2.0m
ロープ径：10.5mm

シングル

ランヤード長：1.8m
ロープ径：10.5mm

ツイン
重 さ 1.1kg 1.7kg

ランヤード

邪魔にならない
かさばらないので、作業効率がアップします。未使用時は
縮んでコンパクトなうえ、軽量なので作業が楽におこなえます。

安全設計
墜落防止時に瞬間的に強い衝撃が人体にかからず安全です。

（ショックアブソーバー付）

３Ｍ™ DBI- サラ™ イージーストップ ™

ショックアブソーバー付ランヤード
3M™ DBI-SALA™ EZ-Stop ™ Shock-Absorbing Lanyards

３Ｍ™ プロテクタ™ 
ショックアブソーバー付ランヤード
３Ｍ™ Protecta ™ Shock-Absorbing Lanyards

優れた衝撃吸収性
墜落防止時に瞬間的に強い衝撃が人体にかからず安全です。

カーンマントルロープ採用
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いロープ
です。

労働安全衛生法の安全帯の規格適合

1260322

1260323

シングル

ツイン

伸縮式ランヤード

伸長時 1.7m

収縮時 1.2m 約 50cm

12

カーンマントルロープの構造

外皮となる
束

コアとなる
ロープの束



アンカー

アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで
簡単にアンカーを設置。軽量で汎用性が高く、目立つ色。

３Ｍ™ アンカースリング
３Ｍ™ Web Sling

品 番 AM450/150

仕 様 長さ：150cm ／重さ：160g

亜鉛メッキ鋼。セルフロック式。

３Ｍ™ カラビナ
３Ｍ™ Carabiner

品 番 2000112

仕 様
破断強度：22kN 以上

（ゲートオープニング 部分 16kN 以上）
ゲートオープニング：17.5mm

重さ：250g

安全帯構造指針適合（リトラクタ式墜落阻止器具）

（カラビナ・タグライン付属）

品 番 3590556J

仕 様 ワイヤーロープ：ステンレススチール
直径 4.8mm × 長さ 10m

寸 法 572mm（アンカーからフックまで）× 249mm × 117mm

重 さ 6.3kg（本体）

耐久性の高い部品構成
ステンレスと亜鉛鋼を採用し、苛酷な環境でも腐食しづらい構造
です。

リザーブライフラインシステム
最大長で使用しているときに墜落が起こっても、衝撃を有効に吸
収します。

耐荷重
作業者と装備重量の合計が140kgの重さまで対応できます。

スイベル付きフック
アンカー側もハーネス側もねじれない構造です。

持ち運び用ハンドル付き。
頑丈で軽量なプラスチック製ハウジング。
積み重ね保管可能。
作業者の動きを妨げづらいワイヤー巻き取り設計。

３Ｍ™ プロテクタ™ 安全ブロック
３Ｍ™ Protecta ™ Self-Retracting Lifeline

13



３M™ 墜落防止用製品
墜落防止デモンストレーションのご紹介
3Mは高所作業に携わる皆様の安全に対する知識や意識の向上、また、ハーネス型安全帯の装着技術の
向上のために、墜落防止デモンストレーショントラックを準備しました。
専門のスタッフが皆様の現場やご指定の場所にお伺いし、実際に墜落が防止される様子を再現し、
より安全な墜落防止ソリューションを提案します。ぜひご活用ください。

墜落防止実験（墜落防止用製品の働き方の紹介）

● ランヤードショックアブソーバーの有無による衝撃の違い
● ランヤードと安全ブロックの墜落距離の違い
● 墜落距離の計算方法

吊下げ体験（墜落防止用製品を正しく使用する方法の紹介）

● 墜落防止姿勢による、ハーネス型安全帯と胴ベルト型安全帯の   
   身体への負担の違い
● 正しいハーネスサイズ、使用、点検方法
● フックの正しい使い方
● 墜落防止後に安全に救助を待つ方法
  （墜落防止時うっ血対策ストラップの効果）

※ご要望によりデモンストレーション内容は追加変更させていただきます。

85kgのトルソーによる衝撃吸収

吊下げ体験

墜落防止時うっ血対策ストラップ

ハーネス型安全帯を使った吊下げ体験

墜落防止実験

デモンストレーション用トラック

墜落防止後に吊り下げられた状態になった
時、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待
つためのハーネスオプションが実際に体験
出来ます。

デモンストレーションの内容
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3M、DBI-SALA、ExoFit NEX、Protecta、ExoFit、DBI-サラ、エグゾフィット　ネックス、エグゾフィット　プロテクタは、3M 社の商標です。

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではあり
ません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は
負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
本製品は消費生活用製品安全法の登山ロープの認定規格を取得しておりませんので、ボルダリングおよび登山用途には使用しないでください

OHS-1104-B(1017)

カスタマーコールセンター

0570-011-321
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2017. All Rights Reserved. 

安全衛生製品事業部
http://go.3M.com/psd

販売店


