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80％は下半身

チェーンソーによる怪我

チェーンソーは木材伐採に欠かせない道

具ですが、一歩誤れば大ケガ、さらには

死亡事故にもつながる恐れがあります。

ケガのほとんどは下半身に集中しており、

チャプスや防護ズボンの重要性がわかり

ます。また腕や頭部のケガも多く報告さ

れており、それぞれに適した防護対策を

とる必要があります。

「林業・木材製造業労働災害防止規程」

平成27年10月25日から

1,000人中27.7人

なぜ？増加する林業労働災害

近年、新規林業就業者の増加、若年化

が進んでいる一方で、技術的に未熟な

若者が参入することで、労働災害発生率

は横ばいあるいは増加傾向にあります。

若い人材に対する技術指導とともに必須

の安全対策として、体を守る防護服、

ウェアを着用させることは経営者の責任

です。

落下物から頭を守るヘルメット
細い枝でも、⾼い位置から落下し頭
部に当たれば致命傷に。すべての林
業作業時に必須のアイテムです。

聴⼒を守るイヤマフ
チェーンソーの騒⾳による聴⼒低下
を防ぎます。

⼿を保護し滑り⽌めになる手袋
軍⼿ではなく、枝などが貫通しない
丈夫なものを。耐振動、耐切創のも
のを使いましょう。

足を守るチェーンソーブーツ
チェーンソーによる切削や落下物か
ら足を保護します。重機が⾏き交う
現場では、足を踏まれても怪我をし
ない、⾦属や樹脂のカップ⼊りを着
用しましょう。

下半身をカバーする防護ズボン
チェーンソーによる怪我で最も多い
下半身のダメージを防ぐため、特殊
な繊維が織り込まれたズボン。前面
のみを保護するチャプスと、全体を
カバーするズボンがあります。

眼を守るフェイススクリーン
チェーンソー使用時の木くずや、小
枝、落下物などから顔、眼を保護し
ます。

林内で目⽴つジャケット
林内で目⽴つカラーで思わぬ事故を
防ぎ、また枝やトゲから体を守りま
す。耐久性、通気性、動きやすさ、
カラーがポイント。

海外製林業ウェアＱ＆Ａ

■日本人のサイズに合うの︖
日本人の平均股下は約75cm。股下が75cmと80cmから選ぶことができます。サ
イズ表から選択してください。

■ブーツは重たくないですか︖
地下足袋に慣れていると最初は重たく感じます。欧州と日本では「歩き方」に対
する考えが違うことを踏まえ、つま先から地面につけるのではなく、ブーツの重
さを利用して、かかとからつま先に体重移動するように歩き方を変えて下さい。
徐々に慣れ、歩き方が自然と身に付いていくものです。
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出典：林業・木材製造業労働災害防止協会資料より

出典：「平成24年度 森林・林業白書」

参考：「職場のあんぜんサイト」

■チェーンソーによる切創部位の比率■死傷年千人率の推移

フォレスト・デザインフォレスト・デザインフォレスト・デザインフォレスト・デザイン事業部事業部事業部事業部

岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺1115111511151115----4444

tsuyama-maerin.sanyo@nifty.com

☎0868-26-1036
FAX：0868-26-2603

山陽商事は、林業会社です。

林業・木材製造業労働災害防⽌規程が改訂され、平成27年10月25日より、チェンーンソー作業防護衣着用が義務化されます。また、緑
の雇用「安全向上対策費」助成は引き続き適用されます。⼤切な自分の体や仲間を守るため、この機会に装備の⾒直しを︕

私たちは、林業、素材生産の現場で汗をかきながら、日本林業の「３Ｓ（Safe, Stylish, Strong）」実現

のために、林業経営コンサルティングや林業ウェア・林業機械の販売を行っています。

フォレスト・デザインフォレスト・デザインフォレスト・デザインフォレスト・デザイン事業部事業部事業部事業部

岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺岡山県津山市河辺1115111511151115----4444

tsuyama-maerin.sanyo@nifty.com
☎0868-26-1036

ネットショップもご覧ください

http://sanyo-trade.com 

商品ご注文書 FAX：0868-26-2603 ※FAXご注文後、折り返しご連絡させていただきます。

事業体名 発送先 〒

ご担当者様名 TEL FAX

商品番号 商品名 サイズ、仕様 単価（税込） 数量 価格（税込）

001
エア・フォースト・ワン

チェーンソープロテクションパンツ

・S：股下75cm( )/ 80cm( ) ・M：股下75cm( )/80cm( )

・L：股下75cm( )/ 80cm( ) ・XL：股下75cm( )/80cm( )
¥34,560

002
スーパー・コンフォート 24[82cm]( ) / 25[84cm]( ) / 26[90cm]( )/

27[94cm]( ) / 28[100cm]( ) ※ウエストサイズ

¥30,240
チェーンソープロテクションパンツ

003 ワークジャケット S[92-96cm]( ) / M[100-104cm]( ) / L[108-112cm]( )※胸囲 ¥19,200

004 ウッドマンⅠ【在庫処分】

39[24.5cm]( )/ 40[25cm]( )/ 41[25.5cm]( )/42[26cm]( )/ 

43[26.5cm]( )/ 44[27cm]( )/  45[27.5cm]( )/ 46[28cm]( )
¥27,648

005 ウッドマンⅡ

39[24.5cm]( )/ 40[25cm]( )/ 41[25.5cm]( )/42[26cm]( )/ 

43[26.5cm]( )/ 44[27cm]( )/  45[27.5cm]( )/ 46[28cm]( )
¥34,560

006 サスペンダー ¥4,085

007 ヘルメットKappa Work ¥18,200

008 coolmax orange langarmＴシャツ S( )/ M( )/ L( )/ XL( ) ¥6,480

009 グローブ 8[20cm]( )/ 9[23cm]( )/ 10[25.5cm]( ) ※手の周囲 ¥5,400

大量

注文

森林組合・事業体様

お電話ください

くわしくは中面に

商品情報があります

【間伐・作業道開設・測量・森林経営計画・認定事業体申請支援・タワーヤーダ・林業ウェア・オーストリア研修企画】

チェーンソー作業防護衣着用が義務化されます。

インターフォースト／山陽商事からのご案内

後継者育成は装備から！

後継者の育成、指導をしています。最初、「その色

は森林の中で目立たない」と言われましたが、実際

にはアップルグリーンのパンツはよく目立ち、ヘル

メットともお揃いで似合うと評判、愛用しています。

（F県T様）

4

気持ちも明るく！

林業会社の作業員です。グリーンやイエローなど、

よく目立つ明るい色使いで、気持ちも明るく作業に

励むことが出来ます。上着は通気性、着心地ともに

よく、ズボンとブーツの安全性は間違いありませ

ん！（O県Y様）

■ウェアの洗濯はどうするの︖
洗濯機でソフト洗いして下さい。防護素材が偏り機能が低下する恐れがあるので、
脱水はしないでください。干す際には、防護素材を均等に伸ばして下さい。

■メーカーから直接購⼊しても、緑の雇用助成対象ですか︖
メーカー直接購⼊しても、規定を満たしていれば助成⾦が適用されます。

■⾦額が⾼いように⾒えますが・・・
防護ウェアやブーツの耐用年数は約1-2年です（但しチェーンソーで切ったもの
は使用不可）。1年間の就労日数を250-260日とすると、1日約140円です。それ
で自分の命を守れることを思えば決して⾼いとは言えません。

価格は為替変動などの理由により予告なく変更する場合がございます。



●防水加工・滑り止め・耐熱靴底

●チェーンソープロテクションclass2対応

●素材：通気性素材Puratex仕様

●サイズ：24.5cm～28cm（0.5cm刻み）

靴高28cm

Wood manⅠⅠⅠⅠ////ⅡⅡⅡⅡ
チェーンソー、下刈機使用時に

サイズ 39 40 41 42 43 44 45 46

cm 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

●素材：ナイロン●素材：ナイロン●素材：ナイロン●素材：ナイロン95%95%95%95%、、、、スパンテックススパンテックススパンテックススパンテックス5%5%5%5%

●サイズ：股下●サイズ：股下●サイズ：股下●サイズ：股下75cm/ 80cm75cm/ 80cm75cm/ 80cm75cm/ 80cm

Air Forst One
インターフォースト社製品最軽量最軽量最軽量最軽量1,100g

・ストレッチ素材で膝の屈伸が容易

・防水加工、耐裂加工

●素材：ナイロン95%、スパンテックス5%

●サイズ：・股下75cmのみ

欧州規格合格

高い防護性能

直輸入だから

納得価格

日本初上陸のデザイン

ファッショナブル

エア・フォースト・ワン

チェーンソープロテクションパンツ【商品番号001】

front

チェーンソー

プロテクションパンツ

【商品番号002】

ウッドマン（ロングストン社製）

チェーンソープロテクションブーツ

●素材：

ポリエステル90%、スパンテックス10%

・防水、耐裂加工

・ストレッチ素材で楽々！

・脇通気口で夏涼しい

・背部丈が長いので、かがんでも動きやすい

さらに深い凹凸で

地面にフィット！

スーパー・コンフォート

Super Comfort
最大限の動きやすさを追求、オールシーズンＯＫ

サスペンダー

（インターフォースト社製）

【商品番号006】

ヘルメット Kappa Work（ Singing Rock社製）

イヤマフ・バイザー付メットセット

【商品番号007】

coolmax orange langarm

Ｔシャツ（インターフォースト社製）

【商品番号008】

グローブ

（インターフォースト社製）

【商品番号009】

・通気口で蒸れにくい

・ヨーロッパの安全基準

EN-397認証取得

・クッションは洗濯可能

●頭の外周：53－62cm対応 ●重さ：330g

ワークジャケット

【商品番号003】

サイズ S M L XL

ウエスト(cm) 82-86 90-94 100-104 108-114

サイズ 24 25 26 27 28

ウエスト(cm) 82 86 90 94 100

サイズ S M L

胸囲(cm) 92-96 100-104 108-112

EU安全認証

class1

とは？

防護服やブーツに付けられる、チェーンソープロテクショ
ンの性能を表すレベルです。EU安全認証EN381-5により
チェーンソー速度によってクラス分けされています。
Class1は20m/秒、Class2は28m/秒まで対応します。
※緑の雇用「安全向上対策費」助成はClass1以上若しくは
Class1相当以上に適用されます。

緑の雇用「安全向上対策費」助成（上限5万円）対象商品

緑の雇用「安全向上対策費」助成（上限5万円）対象商品

緑の雇用「安全向上対策費」助成（上限5万円）対象商品

緑の雇用「資材費」助成（上限4万円）対象商品

新規雇用、若い力の林業参入が増える中、安全対策は十分ですか？現場の安全性と快適性、ファッション性を同時に実現するインター

フォースト社の林業ウェアを、日本独占販売代理店の山陽商事がお届けします。

充実の収納ポケット

膝裏ジッパーで通気性抜群

社員の命を守れるのは、経営者しかいない。

当社

イチ押し

商品

林内で目立つアップルグリーン

あ な た
インターフォースト3つの特徴

防護素材

Ⅰ Ⅱ

back

【商品番号004】 【商品番号005】

ひざ裏通気口

・上着：スーパー・コンフォートワークジャケット（商品番号003）

・手袋：グローブ（商品番号009）

・ブーツ：ウッドマンⅠ（商品番号004）

※ヘルメットは撮影用に使用した他社製品です

・ブーツ：ウッドマンⅠ（商品番号004）

・ヘルメット：Kappa Work（商品番号007）

在庫

処分

サイズ 8 9 10

手の周囲(cm) 20 23 25.5

サイズ S M L XL


