
製品名及び形状・寸法 ㈱クボタ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面モルタルライニング φ５００～φ１０００

Ｓ形 １・３種 内面モルタルライニング φ５００～φ１０００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面モルタルライニング φ５００～φ９００

Ｋ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ１１００

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１０００

Ｓ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１０００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

Ｋ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００

GX形 １種・S種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１０００

ＮＳ形 両受曲管　22°1/2　45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４５０ H24/2/1承認

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００

GX形 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・栓・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ７５～φ１０００

Ｓ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 押輪 φ５００～φ９００

Ｋ形 押輪 φ７５～φ１１００

GX形 押輪・ロックリング φ７５～φ４００ R1/11/1承認

ゴム輪 ＮＳ形 φ７５～φ１０００



製品名及び形状・寸法 ㈱クボタ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

Ｓ形 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 φ５００～φ９００

Ｋ形 φ７５～φ１１００

GX形 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

GX形 Ｍ１６～Ｍ３０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱クボタ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ５００

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＧＸ形両受 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＧＸ形受挿 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

バタフライ弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ１５０～φ１５００

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ３００～φ１０００

充水弁体 ２種 内外面粉体塗装 φ３００～φ１５００

メタルシート ２種 内外面粉体塗装 φ３００～φ９００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ２５～φ１００

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００



製品名及び形状・寸法 旭鉄工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００



製品名及び形状・寸法 朝日鋳工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ３５０

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ３５０



製品名及び形状・寸法 村精鋳工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００



製品名及び形状・寸法 ㈱村瀬鉄工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ８００ H24/2/1承認

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ８００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ８００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ８００

GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～３００・４００ R4/8/12承認

フランジ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～８００ R4/8/12承認

ＮＳ形 押輪 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ８００ R4/8/12承認



製品名及び形状・寸法 ㈱栗本鐵工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面モルタルライニング φ５００～φ１０００

Ｓ形 １・３種 内面モルタルライニング φ５００～φ１１００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面モルタルライニング φ３００～φ９００

Ｋ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ１１００

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ８００

Ｓ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ８００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ８００

Ｋ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ８００

GX形 １種・S種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１０００

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１５０

GX形 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ７５～φ１０００

Ｓ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 押輪 φ３００～φ９００

Ｋ形 押輪 φ７５～φ１１００

Ｆ形 φ７５～φ１１００

GX形 押輪・ロックリング φ７５～φ４００ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱栗本鐵工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

ゴム輪 ＮＳ形 φ７５～φ１０００

Ｓ形 φ５００～φ１１００

ＫＦ形 φ５００～φ９００

Ｋ形 φ７５～φ１１００

GX形 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

ガスケット ＲＦ形 φ７５～φ１１００

ＧＦ形 φ７５～φ１０００

Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

GX形 Ｍ１６～Ｍ３０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱栗本鐵工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

Ｋ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＧＸ形両受 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＧＸ形受挿 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５



製品名及び形状・寸法 日本鋳鉄管（株）
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面モルタルライニング φ５００～φ９００

Ｓ形 １・３種 内面モルタルライニング φ５００～φ９００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面モルタルライニング φ５００～φ９００

Ｋ形 １・３種 内面モルタルライニング φ７５～φ９００

GX形 １種・S種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・直管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４５０

Ｓ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

Ｓ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

ＫＦ形 ＤＰＦ種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

Ｋ形 １・３種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

GX形 曲管・T字管・継輪・片落管・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ７５～φ９００

Ｓ形 ライナー・挿し口リング・押輪 φ５００～φ９００

ＫＦ形 押輪 φ５００～φ９００

Ｋ形 押輪 φ７５～φ９００

GX形 押輪・ロックリング φ７５～φ４００ R1/11/1承認

ゴム輪 ＮＳ形 φ７５～φ９００

Ｓ形 φ５００～φ９００



製品名及び形状・寸法 日本鋳鉄管（株）
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

ＫＦ形 φ５００～φ９００

Ｋ形 φ７５～φ９００

GX形 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

GX形 Ｍ１６～Ｍ３０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 梅原工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形 両受曲管　22°1/2　45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０ H24/2/1承認

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ７００



製品名及び形状・寸法 ㈱イトー鋳造
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００ H24/2/1承認

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ８００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ８００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ８００

GX形 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 関東鋳鉄㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 特殊押輪 φ７５～φ９００



製品名及び形状・寸法 幡豆工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

GX形 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

弁類 補修弁 Ｆ形 レバー式ボール弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５・φ１００

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 GX形 押輪 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ゴム輪 GX形 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

Ｔ頭ボルトナット GX形 Ｍ１３～Ｍ３０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱岡本
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 Ⅰ・Ⅱ類 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形 Ⅰ・Ⅱ類 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ６００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ６００

GX形 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 大和産業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００



製品名及び形状・寸法 （合）福岡鉄工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ６００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ６００



製品名及び形状・寸法 ㈱巴製作所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・接合部品 ダクタイル鋳鉄管 ＳⅡ形 Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ φ３００～φ４５０ ＮＳ形兼用

Ｆ形 六角ボルトナット ＳＵＳ３０４ φ７５～φ２６００

Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０ R1/11/1承認

六角ボルトナット 絶縁 ＳＵＳ３０４・耐食塗装 Ｍ１６～Ｍ３０ R1/11/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱福徳鋳造所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００



製品名及び形状・寸法 ㈱タカサカ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ５００

Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５０～φ５００



製品名及び形状・寸法 栗本細野㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１１００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１１００



製品名及び形状・寸法 山岡鉄管㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ９００

ＮＳ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４５０～φ１０００ H31.3.31承認

フランジ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ９００（長管はφ1200迄） H31.3.31承認



製品名及び形状・寸法 ㈱遠山鉄工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 Ｆ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１５００

Ｋ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ１６５０

ＫＦ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ３００～φ９００

Ｓ形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５００～φ１６５０



製品名及び形状・寸法 ＪＦＥエンジニアリング㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 水輸送用塗覆装鋼管 ８０Ａ～３０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３

配管用ステンレス鋼管 ８０Ａ～７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９

配管用溶接大径ステンレス鋼管 １５０Ａ～１０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４６８

管類・異形管 水輸送用塗覆装鋼管 ８０Ａ～３０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４５１



製品名及び形状・寸法 ＪＦＥ継手㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 ２０Ａ～１００Ａ

合フランジ ５Ｋ 管端防食継手 コア内蔵 ５０Ａ～１００Ａ



製品名及び形状・寸法 ㈱協成
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ～１００Ａ



製品名及び形状・寸法 シーケー金属㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 １５Ａ～１５０Ａ

合フランジ ５Ｋ 管端防食継手 コア内蔵 ５０Ａ～１００Ａ

鋼管用メカニカル継手 内外面エポキシ樹脂塗装 １０Ａ～７５Ａ



製品名及び形状・寸法 積水化学工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ～１００Ａ

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 ２０Ａ～１００Ａ

管類・直管 水道配水用ポリエチレンパイプ HPPE　PE 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

ＨＰＰＥ形 プレーンエンド・片受 φ５０～φ７５ R1/11/1承認

管類・異形管 HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　90° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　45° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　22　1/2° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　11　1/4° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ﾁｰｽﾞ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　片挿し ｷｬｯﾌﾟ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（SUS） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

F形（SUS） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

ＨＰＰＥ形 ソケット・ベンド・チーズ・レデューサー φ５０～φ７５ R1/11/1承認

管類・継手 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

※Ｆ形（SUS）を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。



製品名及び形状・寸法 日立金属㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 ２０Ａ～１００Ａ

鋼管用メカニカル継手 内外面エポキシ樹脂塗装 ２０Ａ～１００Ａ

合フランジ ５Ｋ 管端防食継手 コア内蔵 ５０Ａ～１００Ａ



製品名及び形状・寸法 ＪＦＥスチール㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ １５Ａ～１５０Ａ



製品名及び形状・寸法 ㈱ナガセ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 合フランジ ７．５Ｋ 管端防食継手 コア内蔵 ５０Ａ～１００Ａ



製品名及び形状・寸法 三菱樹脂㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ １５Ａ～１５０Ａ

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 １５Ａ～１５０Ａ

管類・直管 水道配水用ポリエチレンパイプ HPPE　PE 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

管類・異形管 HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　90° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　45° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　22　1/2° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　11　1/4° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ﾁｰｽﾞ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　片挿し ｷｬｯﾌﾟ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（SUS） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

F形（SUS） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

管類・継手 HPPE　PE　両受け 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

※Ｆ形（SUS）を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。



製品名及び形状・寸法 ㈱リケン
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 １５Ａ～１００Ａ



製品名及び形状・寸法 角田鉄工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ１００

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００



製品名及び形状・寸法 前澤工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＧＸ形両受 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＧＸ形受挿 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＨＰＰＥ形両挿 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ２００ R1/11/1承認

ＰＥメカニカル形両受 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ２００ R1/11/1承認

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００

バタフライ弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００ Ｈ１９．７．１承認

バタフライ弁
Ｆ形

充水機能付
２種 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４００～１１００ H24/2/1承認



製品名及び形状・寸法 協和工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５ Ｈ１００



製品名及び形状・寸法 千代田工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

バタフライ弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ２５～φ１００

小型急速空気弁 ねじ込み形 ２種 ＣＡＣ製 φ２５

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００

管類・直管 ステンレス管 ＳＵＳ３１６ φ８０～φ１１００ H20,7,1　承認

管類・異形管 ステンレス管 ＳＵＳ３１６ φ８０～φ１１００ H20,7,1　承認

管類・直管 塗覆装鋼管 ＳＴＷ４００ φ８０～φ１１００ H20,7,1　承認

管類・異形管 塗覆装鋼管 ＳＴＷ４００ φ８０～φ１１００ H20,7,1　承認

管類・直管 管端ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ φ８０～φ１１００ H20,7,1　承認



製品名及び形状・寸法 前澤給装工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 小型急速空気弁 ねじ込み形 ２種 ＣＡＣ製 φ２５



製品名及び形状・寸法 清水工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

Ｆ形（新型） ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ２００ R4/8/12承認

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＨＰＰＥ形両挿 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ７５ R1/11/1承認

ＨＰＰＥ形EF片受口付 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ７５ R4/8/12承認

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ２５～φ１００

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００



製品名及び形状・寸法 ㈱清水鐵工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

ＧＸ形両受 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＧＸ形受挿 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＨＰＰＥ形両挿 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ７５ R1/11/1承認

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ１００

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ１００



製品名及び形状・寸法 ㈱清水合金製作所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

メカニカル両受口 ２種 内外面粉体塗装 φ５０ H30.7.1承認

ＧＸ形両受 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＧＸ形受挿 ３種 内外面紛体塗装 φ７５～φ３００ R1/11/1承認

ＨＰＰＥ形両挿 ２種 内外面紛体塗装 φ７５ R1/11/1承認

ＰＥメカニカル形両受 ２種 内外面紛体塗装　 φ７５ R1/11/1承認

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ２５～φ１００

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５ H29.1.11仕様変更

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００



製品名及び形状・寸法 富士鉄工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ４００

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内面粉体塗装 φ２５・φ７５

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５



製品名及び形状・寸法 宮部鉄工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

ＮＳ形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３５０

ＮＳ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

Ｋ形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００

GX形両受 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００ R4/8/12承認

GX形受挿 ２種 内外面粉体塗装 φ７５～φ３００ R4/8/12承認

PE両挿 ２種 内外面粉体塗装 φ５０・７５ R4/8/12承認

PE両受 ２種 内外面粉体塗装 φ５０・７５ R4/8/12承認

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００

急速空気弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ２５～φ１００

消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５

こがた消火栓 単口ボール形 ２種 内外面粉体塗装 φ７５ R4/8/12承認

補修弁 レバー式 ２種 内外面粉体塗装 φ７５・φ１００



製品名及び形状・寸法 ㈱森田鉄工所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 ソフトシール仕切弁 Ｆ形 ２種 内外面粉体塗装 φ５０～φ３５０

バタフライ弁 Ｆ形立形 ２種 内外面粉体塗装 φ４００～φ１１００



製品名及び形状・寸法 ㈱日邦バルブ
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 小型急速空気弁 ねじ込み形 ２種 ＣＡＣ製 φ２５



製品名及び形状・寸法 川彦㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 仕切弁用 小田原市型 鋳鉄製 φ３５０

調整リング 仕切弁用 樹脂製 φ３５０

弁室 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

底板 仕切弁用 コンクリート製 φ３５０



製品名及び形状・寸法 三国プラスチックス㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 仕切弁用 小田原市型 鋳鉄製 φ３５０

鋳鉄製 φ５００

空気弁用 鋳鉄製 φ５００

消火栓用 鋳鉄製 φ５００

調整リング 仕切弁用 樹脂製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 樹脂製 φ５００

弁室 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

底板 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００



製品名及び形状・寸法 長島鋳物㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 空気弁用 鋳鉄製 φ５００

消火栓用 鋳鉄製 φ５００

弁室 空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

底板 空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

弁室 表筐 空気弁
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

消火栓
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

調整リング 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ 樹脂製 φ５００ H24/2/1承認

弁室 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認

底板 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認



製品名及び形状・寸法 ㈱トミス
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 仕切弁用 鋳鉄製 φ５００

空気弁用 鋳鉄製 φ５００

消火栓用 鋳鉄製 φ５００

弁室 仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

底板 仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

表筐 仕切弁用 鋳鉄製 φ３５０ H27.7.1承認

弁室 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０ H27.7.1承認

底板 仕切弁用 コンクリート製 φ３５０ H27.7.1承認

調整リング 仕切弁用 ハイプラ製 φ３５０ H27.7.1承認



製品名及び形状・寸法 日之出水道機器㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 仕切弁用 小田原市型 鋳鉄製 φ３５０

バタフライ弁用 鋳鉄製 □１０００×７００

調整リング 仕切弁用 樹脂製 φ３５０

弁室 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

バタフライ弁用 レジンコンクリート製 □１０００×７００

底板 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

弁室 表筐 消火栓用
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

調整リング 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ 樹脂製 φ５００ H24/2/1承認

弁室 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認

底板 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認



製品名及び形状・寸法 スズテック㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁室 表筐 仕切弁用 小田原市型 鋳鉄製 φ３５０

小田原市型 鋳鉄製 φ５００

空気弁用 小田原市型 鋳鉄製 φ５００

消火栓用 小田原市型 鋳鉄製 φ５００

調整リング 仕切弁用 樹脂製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 樹脂製 φ５００

弁室 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

底板 仕切弁用 レジンコンクリート製 φ３５０

仕切弁・空気弁・消火栓用 レジンコンクリート製 φ５００

弁室 表筐 仕切弁
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

空気弁
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

消火栓
日水協タイプ
小田原市型

鋳鉄製 φ５００ H24/2/1承認

調整リング 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ 樹脂製 φ５００ H24/2/1承認

弁室 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認

底板 仕切弁・空気弁・消火栓用 日水協タイプ レジンコンクリート製 φ５００ H24/2/1承認



製品名及び形状・寸法 興和ゴム工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 ゴム輪 Ｋ形 φ５０～φ１０００

ガスケット ＲＦ形 φ５０～φ１０００

ＧＦ形 φ５０～φ１０００

明示シート 二重折込 Ｗ１５０・Ｗ４００

明示テープ 市名年号入り Ｗ３０・Ｗ５０



製品名及び形状・寸法 ㈱城北化工
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 ゴム輪 Ｋ形 φ７５～φ２５０

ＫＦ形 φ３００～φ９００

ガスケット ＲＦ形 φ５０～φ６００

ＧＦ形 φ７５～φ６００



製品名及び形状・寸法 サンエス護謨工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 ゴム輪 Ｋ形 φ７５～φ１１００

ＫＦ形 φ３００～φ９００

ガスケット ＲＦ形 φ５０～φ１１００

ＧＦ形 φ５０～φ１１００

明示シート 二重折込 Ｗ１５０・Ｗ４００

明示テープ 市名年号入り Ｗ３０・Ｗ５０



製品名及び形状・寸法 三報ゴム㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 ゴム輪 Ｋ形 φ７５～φ９００

ＫＦ形 φ３００～φ９００

ガスケット ＲＦ形 φ５０～φ９００

ＧＦ形 φ５０～φ１０００

その他 明示シート 二重折込 Ｗ１５０・Ｗ４００

明示テープ 市名年号入り Ｗ３０・Ｗ５０

ロケーティングワイヤー 伝導性被覆 φ３．４ H27.4.1　承認

ポリエチレンスリーブ JWWA K 158 検査印・呼び径入り φ７５～φ８００ H27.4.1　承認

固定用ゴムバンド JWWA K 158 φ７５～φ１１００ H27.4.1　承認



製品名及び形状・寸法 ㈱イノアックコーポレーション
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 ゴム輪 Ｋ形 φ７５～φ１１００

ＫＦ形 φ３００～φ９００



製品名及び形状・寸法 日本ヴィクトリック㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

伸縮可とう管 伸縮可とう継手 ＶＢ型 Ｆ形 内外面エポキシ粉体塗装 φ５０～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・Ｋ形受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・Ｋ形挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｋ形両受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｋ形両挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｋ形受挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＫＦ形受 内外面エポキシ粉体塗装 φ３００～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＫＦ形挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ３００～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

ＫＦ形両受 内外面エポキシ粉体塗装 φ３００～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

ＫＦ形両挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ３００～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

ＫＦ形受挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ３００～φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＳⅡ形受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ４５０ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＳⅡ形挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ４５０ 偏心量２００・３００・４００

ＳⅡ形両受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ４５０ 偏心量２００・３００・４００

ＳⅡ形両挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ４５０ 偏心量２００・３００・４００

ＳⅡ形受挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ４５０ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・Ｓ形受 内外面エポキシ粉体塗装 φ５００・φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・Ｓ形挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ５００・φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｓ形両受 内外面エポキシ粉体塗装 φ５００・φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｓ形両挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ５００・φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｓ形受挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ５００・φ６００ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＮＳ形受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ２５０ 偏心量２００・３００・４００

Ｆ形・ＮＳ形挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ２５０ 偏心量２００・３００・４００



製品名及び形状・寸法 日本ヴィクトリック㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

ＮＳ形両受 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ２５０ 偏心量２００・３００・４００

ＮＳ形両挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ２５０ 偏心量２００・３００・４００

ＮＳ形受挿 内外面エポキシ粉体塗装 φ７５～φ２５０ 偏心量２００・３００・４００

ＣＬ－Ａ型 両口溶接 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００

Ｆ形 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００

∑２－Ａ型 両口溶接 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００ 偏心量１００・２００・３００

Ｆ形 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００ 偏心量１００・２００・３００

伸縮継手 ＦＡ－ＣＢ型 Ｆ形・溶接 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００

Ｆ形 内外面液状エポキシ塗装 φ８０～φ１１００

ＶＤ型 内外面液状エポキシ塗装 φ６４～φ３００

ＲＤＳ型 内外面液状エポキシ塗装 φ３５０～φ９００

ＤＳ型 内外面液状エポキシ塗装 φ１０００・φ１１００ 偏心量２００



製品名及び形状・寸法 大成機工㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 Ｖ付Ｔ字管 Ｆ形 鋳鉄・塩ビ・鋼管用 内面粉体塗装 φ５０～φ５００ 分岐φ４０・φ５０

鋳鉄・鋼管用 内面粉体塗装 φ７５～φ８００ 分岐φ７５～３００

管路断水器 鋳鉄・塩ビ・鋼管用 内面粉体塗装 φ７５～φ６００

伸縮可とう管 伸縮可とう継手 鋳鉄管用 内面粉体塗装 φ７５～φ１１００

Ｆ形 フランジアダプター 内面粉体塗装 φ５０～φ３００

伸縮可撓管 ＧＸ形両受 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

伸縮可撓管 ＧＸ形受挿 内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５～φ４００ R1/11/1承認

補修材 補修ジョイント 鋳鉄・鋼管用 φ５０～φ１０００

フクロジョイント 鋳鉄管用 φ７５～φ７００

塩ビ管用 φ４０～φ１５０

鋼管用 φ４０・φ５０

接合部品 特殊押輪 Ｋ形 φ７５～φ９００

Ｋ形 ３ＤｋＮ φ７５～φ１０００ H27.4.1　承認

特殊割押輪 Ｋ形 φ７５～φ９００

ＮＳ形 継輪用 φ７５～φ４５０

PE管用メカニカル継手 PP 継輪用 内外面紛体塗装 φ５０ H24,11,1　承認

PC PE・鋳鉄用 内外面紛体塗装 φ５０ H24,11,1　承認

PV PE・塩ビ用 内外面紛体塗装 φ５０ H24,11,1　承認

PP 栓 内外面紛体塗装 φ５０ H24,11,1　承認

ＰＥメカニカル形両受 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５ R1/11/1承認

耐震補強金具 Ａ・Ｋ形 特殊押輪部用 ３ＤｋＮ φ７５～φ５００ H27.4.1　承認



製品名及び形状・寸法 ㈱水研
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 不断水用仕切弁 鋳鉄管用 φ７５～φ５００

鋼管用 φ７５～φ２５０

塩ビ管用 φ７５～φ２００

Ｖ付Ｔ字管 Ｆ形 鋳鉄・塩ビ管用 φ７５～φ２００ 分岐φ７５～φ２００

伸縮可とう管 伸縮可とう継手 ボール形 ダブル型 φ５０～φ１１００

ショート型 φ７５～φ３００

シングル型 φ７５～φ３００

接合部品 特殊押輪 Ｋ形 φ７５～φ１１００



製品名及び形状・寸法 コスモ工機㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

弁類 Ｖ付Ｔ字管 Ｆ形 内面粉体塗装 φ７５～φ８００ 分岐φ５０～φ３００

管路断水器 内面粉体塗装 φ７５～φ５００

伸縮可とう管 伸縮可とう継手 鋳鉄管用 内面粉体塗装 φ７５～φ８００

接合部品 特殊押輪 Ｋ形 φ７５～φ１１００

ＮＳ形 φ７５～φ４５０

Ｋ形 ３ＤｋＮ φ７５～φ７００ H27.4.1承認

PE管用メカニカル継手 PEP 継輪用 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

PF フランジ用 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

PC PE・鋳鉄用 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

PCR PE・鋳鉄用片落管 内外面紛体塗装 φ５０×φ１００ H27.4.1承認

PC2 PE・鋳鉄用受挿し管 内外面紛体塗装 φ５０×φ７５・φ１００ H27.4.1承認

PSV PE・塩ビ用 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

EFPV PE・塩ビ用挿し受管 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

PT3 チーズ用 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認

PB 両受け曲管 内外面紛体塗装 φ５０×11・22・45・90° H27.4.1承認

PK 帽 内外面紛体塗装 φ５０ H27.4.1承認



製品名及び形状・寸法 クロダイト工業㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

伸縮可とう管 伸縮可とう継手 ＮＳ形 内面粉体塗装 φ７５～φ２５０

Ｆ形 φ７５～φ６００

Ｋ形 φ７５～φ６００

ＫＦ形 φ３００～φ６００

接合部品 特殊押輪 半数形 φ７５～φ６００

全周形 φ７５～φ１０００

Ｔ頭ボルトナット Ｍ１６～Ｍ３０

管類・異形管 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 ロングベント φ７５～φ２００

Ｋ形 φ７５～φ２００

ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形 ボールベント φ７５～φ２００

Ｋ形 φ７５～φ２００



製品名及び形状・寸法 ㈱田中
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

六角ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

六角ボルトナット ＳＵＳ３１６ Ｍ１６～Ｍ３０ H20,7,1　承認



製品名及び形状・寸法 ㈱協栄製作所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 Ｔ頭ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０

六角ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６～Ｍ３０



製品名及び形状・寸法 ヨツギ㈱
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

接合部品 明示テープ 市名年号入り Ｗ３０・Ｗ５０



製品名及び形状・寸法 ㈱折原製作所
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

補修材料 マホータイ　オリステープ Ｓセット φ２５～φ２５０

Ｌセット φ２５～φ１５０

マホータイ Ｓ φ２０～φ３００

ＭＴＰ φ２５～φ１２５

ステンメッシュ

オリスチール

オリボンド



製品名及び形状・寸法 ㈱川西水道機器
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

継手類 ダクタイル鋳鉄管 Ｄ－Ｄ 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１５０

Ｄ－Ｖ 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１５０

Ｄ－Ｆ 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５０～φ７５

キャップ 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ５０～φ３００

１１°1/4 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１００

２２°1/2 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１００

４５° 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１００

９０° 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ４０～φ１００

消火栓用 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５

Ｄ－Ｆ 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ１００

１１°1/4 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ１５０

２２°1/2 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ１５０

４５° 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ１５０

９０° 離脱防止金具付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ１５０

接合部品 PE管用メカニカル継手 MP-P 継輪用 内外面紛体塗装 φ５０ H26,2,1　承認

MPメカ栓 栓 内外面紛体塗装 φ５０ H26,2,1　承認

MP-V PE・鋳鉄・鋼管・塩ビ用 内外面紛体塗装 φ５０ H26,2,1　承認

MP-F-K F×PE 内外面紛体塗装 φ７５×φ５０ H27.12.1　承認

ＰＥメカニカル形両受 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５ R1/11/1承認

S-MPX-MP-P 継輪用 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX-MP-K レジューサー 内外面紛体塗装 φ75×50 R4/8/12承認

S-MPX-MP-FS F×PE 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX-MP-FS-K F×PE 内外面紛体塗装 φ75×50 R4/8/12承認



製品名及び形状・寸法 ㈱川西水道機器
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

S-MPX-MP-CAPⅡ 栓 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX　MP-V PE×塩ビ・鋼管 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX　MP-V・K PE×塩ビ・鋼管 内外面紛体塗装 φ75×50 R4/8/12承認

S-MPX　MP-A PE×石綿管 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX　MP-D PE×鋳鉄管・VD 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX　MD-P・K 鋳鉄管×PE 内外面紛体塗装 φ100×75・φ100×50・φ75×50 R4/8/12承認

弁類 ソフトシール仕切弁 メカニカル両受 PE×PE 内外面紛体塗装 φ５０ H27.12.1　承認

メカニカル両受 PE×VD 内外面紛体塗装 φ５０ H27.12.1　承認

ＰＥメカニカル形両受 ２種 内外面紛体塗装 φ７５ R1/11/1承認

S-MPX-SS メカニカル両受PE×PE 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認

S-MPX-D-SS メカニカル両受PE×VD 内外面紛体塗装 φ50・75 R4/8/12承認



製品名及び形状・寸法 ㈱吉年
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・異形管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ 管端防食継手 コア内蔵 ４０Ａ～１００Ａ H24,11,1　承認



製品名及び形状・寸法 ㈱クボタケミックス
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 水道配水用ポリエチレンパイプ HPPE　PE 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

ＨＰＰＥ形 プレーンエンド・片受 φ５０～φ７５ R1/11/1承認

管類・異形管 HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　90° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　45° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　22　1/2° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　11　1/4° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ﾁｰｽﾞ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　片挿し ｷｬｯﾌﾟ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（FCD） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（FCD） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（SUS） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

F形（SUS） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

ＨＰＰＥ形 ソケット・ベンド・チーズ・レデューサー φ５０～φ７５ R1/11/1承認

管類・継手 HPPE　PE　両受け 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

異種管接手類 ＰＥ形×ＧＸ形両挿 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 φ７５ R1/11/1承認

弁類 ソフトシール仕切弁 ＰＥメカニカル形両受 ２種 内外面紛体塗装 φ５０～φ７５ R1/11/1承認

※Ｆ形（SUS）を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。



製品名及び形状・寸法 ㈱イノアック住環境
種別 品目 形式 種類 仕様 呼び径 備考

管類・直管 水道配水用ポリエチレンパイプ HPPE　PE 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

管類・異形管 HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　90° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　45° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　22　1/2° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ　11　1/4° 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　両挿し ﾁｰｽﾞ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

HPPE　PE　片挿し ｷｬｯﾌﾟ 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（FCD） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（FCD） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

F形（SUS） RF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

F形（SUS） GF型 高密度ポリエチレン φ５０ H26,2,1　承認

管類・継手 HPPE　PE　両受け 高密度ポリエチレン φ５０ H24,11,1　承認

※Ｆ形（SUS）を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。


