別紙
管工事（埋設管路）用材料規格表
鉄蓋等仕様書

別-1

直

管
名

称

ダクタイル GX形直管１種

形

状

規

格

φ７５～φ４００

ＪＷＷＡ Ｇ １２０

ダクタイル GX形直管S種

φ７５～φ４００

φ７５～２５０ エポキシ樹脂粉体塗装（ＪＷＷＡ Ｇ １１２）
φ３００～
モルタルライニング（ＪＷＷＡ Ａ １１３）

ダクタイル ＮＳ形直管１種

φ７５～φ４５０

ＪＷＷＡ Ｇ １１３

ダクタイル ＮＳ形直管３種

φ７５～φ４５０

φ７５～２５０ エポキシ樹脂粉体塗装（ＪＷＷＡ Ｇ １１２）
φ３００～
モルタルライニング（ＪＷＷＡ
φ３００
モルタルライ ング（ＪＷＷＡ Ａ １１３）

ダクタイル ＮＳ形直管S種

φ５００～φ１０００

ダクタイル Ｋ形直管３種

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｓ形直管１種

φ１１００

ダクタイル Ｓ形直管３種

φ１１００

ダクタイル Ｓ－Ｋ形直管３種

φ１１００

ダクタ
直管 種
ダクタイル Ｋ－Ｓ形直管３種

φ
φ１１００

ダクタイル ＵＦ－Ｓ形直管３種

φ１１００

ダクタイル Ｓ－ＵＦ形直管DPF

φ１１００

ダクタイル ＵＦ形直管DPF

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＮＳ－Ｋ形直管３種

φ７５～φ２５０

ダクタイル Ｋ－ＮＳ形直管３種

φ７５～φ２５０

備考

別-2

備 考
日本水道協会
検査合格品
接合部品含まず

異 形 管
名

称

形

状

ダクタイル Ｋ形三受十字管

φ７５～φ９００

ダクタイル 三フランジＴ字管 RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル 三フランジＴ字管 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル ＮＳ形三受十字管

φ７５～φ９００

ダクタイル ＵＦ形三受十字管

φ８００～φ９００

ダクタイル Ｋ形二受Ｔ字管

φ７５～φ１１００

ダクタイル 二フランジＴ字管 RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル 二フランジＴ字管 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル ＧＸ形二受Ｔ字管

φ７５～φ４００

ダクタ
受
管
ダクタイル ＮＳ形二受Ｔ字管

φ
φ
φ７５～φ１０００

ダクタイル ＵＦ形二受Ｔ字管

φ８００～１１００

ダクタイル Ｋ形排水Ｔ字管

φ２００～１１００

ダクタイル ＧＸ形排水Ｔ字管

φ３００～φ４００

ダクタイル ＮＳ形排水Ｔ字管

φ２００～φ１０００

ダクタイル ＵＦ形排水Ｔ字管

φ８００～φ１１００

ダクタイル Ｋ形F付Ｔ字管 RF7.5K
RF7 5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形F付Ｔ字管 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形浅埋F付Ｔ字管 GF7.5K

φ７５～φ３００

ダクタイル ＧＸ形F付Ｔ字管GF7.5K

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形浅埋F付Ｔ字管GF7.5K

φ７５～φ２５０

ダクタイル ＮＳ形F付Ｔ字管GF7.5K

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形浅埋F付Ｔ字管GF7.5K
ＮＳ形浅埋F付Ｔ字管GF7 5K

φ７５ φ２５０
φ７５～φ２５０

ダクタイル ＵＦ形F付Ｔ字管RF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形F付Ｔ字管GF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル Ｋ形曲管 ９０°

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジ形曲管RF7.5K ９０°

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジ形曲管GF7.5K ９０°

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形曲管 ４５°

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジ形曲管RF7.5K 45°

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジ形曲管GF7.5K 45°

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形曲管 22°1/2

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形曲管 11°1/4

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形曲管 ５°5/8

φ３００～φ１１００

規

格

ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

備 考
日本水道協会
検査合格品
接合部品含まず

ＪＷＷＡ Ｇ １２１
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ＪＷＷＡ Ｇ １１４

ＪＷＷＡ Ｇ １２１
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ＪＷＷＡ Ｇ １１４

ＪＷＷＡ Ｇ １２１
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

備考

別-3

異 形 管
名

称

形

状

規

格

ダクタイル ＧＸ形曲管 90°

φ７５～φ４００

ＪＷＷＡ Ｇ １２１

ダクタイル ＧＸ形曲管 45°

φ７５～φ４００

内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ダクタイル ＧＸ形曲管 22°1/2

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形曲管 11°1/4

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形曲管 ５°5/8

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形曲管 45°両受

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形曲管 22°1/2 両受

φ７５～φ４００

ダクタイル ＮＳ形曲管 90°

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形曲管 45°

φ７５～φ１０００

ダクタ
曲管 22°1/2
ダクタイル ＮＳ形曲管

φ
φ
φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形曲管 11°1/4

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形曲管 ５°5/8

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形曲管 45°両受

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形曲管 22°1/2 両受

φ７５～φ１０００

ダクタイル UF形両受曲管 90°

φ８００～φ１１００

ダクタイル UF形両受曲管 45°
45

φ８００～φ１１００

ダクタイル UF形両受曲管22°1/2

φ８００～φ１１００

ダクタイル UF形両受曲管11°1/4

φ８００～φ１１００

ダクタイル UF形両受曲管５°5/8

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形曲管 90°

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形曲管 45°

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形曲管 22°1/2

φ８００ φ１１００
φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形曲管 11°1/4

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形曲管 ５°5/8

φ８００～φ１１００

ダクタイル Ｋ形短管１号 RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形短管１号 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル ＮＳ形短管１号GF7.5K

φ７５～φ１０００

ダクタイル Ｋ形短管２号 RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形短管２号 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル ＮＳ形短管２号GF7.5K

φ７５～φ１０００

ダクタイル ＵＦ形短管１号RF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形短管１号GF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形短管２号RF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形短管２号GF7.5K

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＧＸ形短管１号GF7.5K

φ７５～φ４００

受口、挿口はＪＷＷＡ Ｇ １２１に準ずる。

ダクタイル ＧＸ形短管２号GF7.5K

φ７５～φ４００

内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ダクタイル フランジ短管 RF7.5K

φ７５

ダクタイル フランジ短管 GF7.5K

φ７５

備 考
日本水道協会
検査合格品
接合部品含まず

ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

備考

別-4

異 形 管
名

称

形

状

規

格

ダクタイル ＧＸ形乙字管

φ７５～φ３００

ＪＷＷＡ Ｇ １２１

ダクタイル ＧＸ形両受短管

φ７５～φ４００

ダクタイル ＧＸ形継輪

φ７５～φ４００

ダクタイル Ｋ形継輪

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｓ形継輪

φ５００～φ１１００

ダクタイル ＮＳ形継輪

φ７５～φ１０００

ダクタイル フランジ形ラッパ 口 RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジ形ラッパ 口 GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル Ｋ形受挿片落管

φ１００～φ１１００

ダクタ
挿受片落管
ダクタイル Ｋ形挿受片落管

φ
φ
φ１００～φ１１００

ダクタイル フランジ片落管 RF7.5K

φ１００～φ１１００

ダクタイル フランジ片落管 GF7.5K

φ１００～φ１１００

ダクタイル ＧＸ形受挿片落管

φ１００～φ４００

ダクタイル ＧＸ形挿受片落管

φ１００～φ４００

ダクタイル ＮＳ形受挿片落管

φ１００～φ１０００

ダクタイル ＮＳ形挿受片落管

φ１００～φ１０００

ダクタイル ＵＦ形受挿片落管

φ８００～φ１１００

ダクタイル ＵＦ形挿受片落管

φ８００～φ１１００

DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ１号 RF7.5K

φ４００～φ１１００

DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ２号 RF7.5K

φ４００～φ１１００

DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ１号 GF7.5K

φ４００～φ１１００

DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ２号 GF7
GF7.5K
5K

φ４００ φ１１００
φ４００～φ１１００

DIP フランジ形仕切弁副管Ｂ１号RF7.5K

φ４００～φ１１００

DIP フランジ形仕切弁副管Ｂ１号GF7.5K

φ４００～φ１１００

DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ１号RF7.5K

φ８００～φ１１００

DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ２号RF7.5K

φ８００～φ１１００

DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ１号GF7.5K

φ８００～φ１１００

DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ２号GF7.5K

φ８００～φ１１００

DIP ＮＳ形仕切弁副管Ａ１号GF7.5K

φ５００～φ１０００

DIP ＮＳ形仕切弁副管Ａ２号GF7.5K

φ５００～φ１０００

ダクタイルＫ形栓（接合部品を含む）

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジふた RF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル フランジふた GF7.5K

φ７５～φ１１００

ダクタイル ＧＸ形 帽

φ７５～φ４００

ダクタイル ＮＳ形 帽・栓

φ７５～φ１０００

ダクタイル 人孔ふた GF7.5K (上部RF)

φ６００

ダクタイル 人孔ふた RF7.5K (上部GF)

φ６００

鋳鉄用不断水式割Ｔ字管(簡易バルブ付)

φ１００(4")～φ５００(20") （但し分岐口径２５０はSTCF/10M同等品以上）
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112
同等以
TN-65F型又は同等以上のもの
φ１００(4
φ１００(4"))～φ５００(20
φ５００(20"))
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112
ＧＸ-１１ＳＮ型又は同等以上のもの
φ７５～φ４００
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112
ＴＮ-０６ＳＮ型又は同等以上のもの
φ７５～φ２５０
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ＧＸ形管用栓（直管用、異形管用）
ＮＳ形管用栓（直管用、異形管用）

日本水道協会
検査合格品
接合部品含まず

ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ＪＷＷＡ Ｇ １２１
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

ＪＷＷＡ Ｇ １２１
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ＪＷＷＡ Ｇ １１４
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

TN-65VS型又は同等以上のもの

鋳鉄用不断水式割Ｔ字管

備 考

備考

別-5

接合部品
名

称

形

状

規

格

備 考

Ｋ形接合部品

φ７５～φ１１００

ＪＷＷＡ Ｇ １１３，ＪＷＷＡ Ｇ １１４

日本水道協会

Ａ形接合部品

φ７５～φ３５０

ＪＤＰＡ Ｇ １０３０，ＪＤＰＡ Ｇ １０３１

検査合格品

Ｋ形接合部品（特押ワイド型）

φ７５～φ１１００

ＴＮ－３０Ｗ型又は同等以上のもの

Ａ形接合部品（特押ワイド型）

φ７５～φ３５０

亜鉛合金ナット

１６～３０

材質はJIS H 5301 ZDC2による。

（JWWA Ｇ １１３・１１４に
用いる接合部品Ⅱ類のボ 質量は、M-16で43g 、M-20で67g 、M-24で101g 、
ルトの規格品に使用でき M-30で174g 以上でなければならない。
るもの）
フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)

φ７５～φ１１００

フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)

φ７５～φ１１００

ラ
接合部品
(
)
フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)

φ
φ
φ７５～φ１１００

フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)

φ７５～φ１１００

ＧＸ形接合部品(直管用)

φ７５～φ４００

ＧＸ形接合部品(異形管用)

φ７５～φ４００

ＧＸ形接合部品(Ｐ－Ｌｉｎｋセット)

φ７５～φ３００

ＧＸ形接合部品(Ｇ－Ｌｉｎｋセット)

φ７５～φ３００

ＧＸ形接合部品 ゴム輪のみ(直管用)

φ７５～φ４００

ＧＸ形ライナ（内外面粉体塗装）

φ７５～φ４００

ＧＸ形切管用挿口リング

φ７５～φ４００

ＮＳ形接合部品(直管用)

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品(異形管用)

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品(直管・異形管・継輪用)

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品（帽用）

φ７５ φ４５０
φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品（栓用）

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品（継輪用）

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品 単品用(直管用)

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品 単品用(異形管用)

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品 単品用(直管・異形管・継輪用)

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品 単品用（帽用 ）

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品 単品用（帽用 ）

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品 単品用 (継輪用)

φ７５～φ４５０

ＮＳ形ライナ（内外面粉体塗装）

φ７５～φ１０００

ＮＳ形切管用挿口リング

φ７５～φ１０００

ＵＦ形接合部品（直管用）

φ８００～φ１１００

ＵＦ形接合部品（異形管用）

φ８００～φ１１００

Ｓ形接合部品

φ５００～φ１１００

ポリエチレンスリ－ブ

φ７５～φ１１００

ポリエチレンスリ-ブ固定用ゴムバンド

φ７５～φ１１００
幅150

日本水道協会
検査合格品

ＪＡＷＷＡ Ｇ １２０、 ＪＷＷＡ Ｇ １２１

ＪＷＷＡ Ｇ １１３，ＪＷＷＡ Ｇ １１４

φ１１００

Ｓ形切管用挿口リング

管明示シート（上水用、工水用）

ＪＷＷＡ Ｇ １１３，ＪＷＷＡ Ｇ １１４

ＪＷＷＡ Ｋ １５８

仕様書のとおり。

備考

別-6

接合部品
名

称

形

状

規

フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)

φ300、φ500～φ1100

ＪＷＷＡＧ１１３，ＪＷＷＡＧ１１４

フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)

φ300、φ500～φ1100

フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)

φ300、φ500～φ1100

フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)

φ300、φ500～φ1100

離脱防止付き押輪(付属品込）

φ75～φ500

TN-30Z型又は同等以上のもの

GX形継輪用特殊押輪

φ75～φ400

ＴＫ-１２型又は同等以上のもの

ＮＳ形継輪用特殊割押輪

φ75～φ450

ＴＫ-９９型又は同等以上のもの

格

備 考
日本水道協会
検査合格品

備考 Ａ・ＫのＴ頭ＢＮは、耐食酸化皮膜処理とする。

別-7

弁 栓 等
名

称

水道用仕切弁

形

状

φ７５～φ５００
（φ３００までは浅層埋設対応）

ＮＳ形ソフトシ－ル仕切弁（両受）

φ３５０～φ４００

規

格

JWWA Ｂ 122,ＦＣＤ製,７．５Ｋ立形,内ネジ式,
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112),
右回し開き
弁体部は、ＪＷＷＡ Ｂ １２０ に準ずる。
継手部は、ＪＷＷＡ Ｇ １１４ に準ずる。
ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

バタフライ弁

φ５００～φ１１００

JWWA B138,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

急速空気弁

φ２５

JWWA B137
ネジ式,内面粉体塗装(JWWA G 112)
ＦＣＤ製,７．５Ｋ

急速空気弁（補修弁付き）

φ２５～φ１５０

JWWA B137,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
内面粉体塗装(JWWA G 112)
レバ－式ボール弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２６）
７．５Ｋ,（φ25,75はL１０㎝）,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

浅層
設
弁
浅層埋設対応ソフトシール仕切弁
フランジ形、K形、NS形、GX形

ＧＸ形ソフトシ－ル仕切弁（両受）

φ
φ
φ７５～φ３００

φ４００

弁体部は、ＪＷＷＡ Ｂ １２０ に準ずる。
継手部は、ＪＡＷＷＡ Ｇ １２１ に準ずる。
ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

φ２００～φ３００

JWWAB138準拠品,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

（埋設用）
急速空気弁（補修弁付き）

φ２５～φ１５０

JWWA B137,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
内面粉体塗装(JWWA G 112)
キャップ式ボール弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２６）左回し開き
７．５Ｋ,（φ25,75はL１０㎝）,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

地下式消火栓（補修弁付き）(ケレップ型）

単口φ７５

ＪＷＷＡ Ｂ １０３,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
内面粉体塗装(JWWA G 112)
くの字 レバ－式ボール弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２６）
７．５Ｋ,Ｈ＝１０㎝,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

地下式消火栓（補修弁付き）(ボール弁型）

単口φ７５

ＪＷＷＡ Ｂ １３５,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
内面粉体塗装(JWWA G 112)
くの字レバ－式ボール弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２６）
７．５Ｋ,Ｈ＝１０㎝,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

鋳鉄用不断水式簡易バルブ

φ１００ （4”）
～φ５００ （20”）

ＴＶ－２１０型又は同等以上のもの。

φ５００

消火栓レジンコンクリート製ボックス
（調整リング、上・中・下部壁、底版、分割底
版用下部壁、分割底版、上下部一体型）
空気弁鉄蓋、バルブ鉄蓋
仕切弁鉄蓋

日本水道協会
検査合格品

弁体部
、
準ず 。
弁体部は、ＪＷＷＡ
Ｂ １２０ に準ずる。
継手部は、ＪＷＷＡ Ｇ １１４、ＪＡＷＷＡ Ｇ １２１に準ず
る。
ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

浅層埋設対応バタフライ弁

消火栓用円形鉄蓋

備 考

仕様書のとおり。
仕様書のとおり。

φ６００

２号 ３号（新）
２号、３号（新）

仕様書のとおり。
仕様書のとおり
仕様書のとおり。

仕切弁コンクリ－ト枠

Ａ１号、Ａ２号、Ａ３号

仕様書のとおり。

仕切弁コンクリ－ト枠

Ｂ１号、Ｂ２号、Ｂ３号

仕様書のとおり。

床版コンクリ－ト枠Ａ

仕様書のとおり。

床版コンクリ－ト枠Ｂ

仕様書のとおり。
弁体部は、Ｊ
弁体部は、ＪＷＷＡ
Ｂ １３８ に準ずる。
継手部は、ＪDPＡ Ｇ １０４２ に準ずる。
内面粉体塗装（JWWA G １１２）
ＦＣＤ製,７．５Ｋ、右回し開き、手動式

NS形バタフライ弁（両受）

φ５００～φ１０００

充水機能付フランジ形バタフライ弁

φ５００～φ１０００

JWWAB138準拠品,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

充水機能付NS形バタフライ弁（両受）

φ５００～φ１０００

弁体部は、JWWA B138に準ずる。
継手部は、JDPA G1042に準ずる。
内面粉体塗装(JWWA G 112)
製
ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き、手動式

備考

別-8

日本水道協会検査
合格品

給水装置
名

称

形

ＨＩビニル管

φ１３～φ５０

ＨＩビニルソケット

φ１３～φ５０

ＨＩ ９０°ベンド

φ１３～φ５０

ＨＩ ４５°ベンド

φ１３～φ５０

ＨＩ Ｓベンド

φ１３～φ５０

ビニル×鉛管ＭＣユニオン

φ１３～φ５０

甲形止水栓

φ１３～φ５０

伸縮止水栓

φ１３～φ４０

鋳鉄管用サドル式分水栓

φ75～φ350 (本管口径)

管用
分水栓
ビニル管用サドル式分水栓

φ
φ
(本管
径)
φ40～φ150
(本管口径)

分止水ＨＩ継手（旧）

φ１３～φ５０

分止水ＨＩ継手

φ１３～φ５０

スリ－ブ

φ２５～φ５０

密着型スリ－ブ

φ２５～φ５０

キャップ サドル式分水栓用

φ１３～φ５０

キャップ 割Ｔ字管ＳＵ型用

φ４０ φ５０
φ４０、φ５０

止水ＨＩ継手

φ１３～φ５０

メ－タ継手

φ１３

メ－タ用補足管（メ－タ用短管）

φ１３～φ５０

ビニルライニング鋼管

φ１３～φ５０

ビニルライニング鋼管ソケット

φ１３～φ５０

ビニルライニング鋼管エルボ

φ１３ φ５０
φ１３～φ５０

分止水栓用伸縮可とう継手

φ１３～φ５０

鋼管用伸縮可とう継手

φ１３～φ５０

フレキシブル継手(被覆可とう管)カシメ式

φ１３～φ５０

止水栓ボックス

１号

止水栓鉄蓋

４０、５０ ㎜用

メ－タ－用蓋

φ１３～φ５０

直結ＨＩ継手（パッキン込み）

φ１３ ㎜

直結止水栓（パッキン込み）

φ１３ ㎜

メーター用伸縮可とう継手

規

状

格

尼崎市公営企業局給水装置工事 設計・施工基準による。

φ１３～φ４０

備考

別-9

接合部品内訳表
名

称

形

規

状

格

押輪、ゴム輪、Ｔ頭ＢＮ

Ｋ形接合部品

φ７５～φ１１００

Ａ形接合部品

φ７５～φ３５０

Ｋ形接合部品（特押ワイド型）

φ７５～φ１１００

Ａ形接合部品（特押ワイド型）

φ７５～φ３５０

亜鉛合金ナット

１６～３０

フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)

φ７５～φ１１００

フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)

φ７５～φ１１００

〃

フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)

φ７５～φ１１００

〃

フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)

φ７５～φ１１００

〃

接合部品 （直管用）
ＧＸ形接合部品

φ
φ
φ７５～φ４００

ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ

ＧＸ形接合部品 （異形管用）

φ７５～φ４００

ゴム輪、押輪、SUSナット

ＧＸ形接合部品(Ｐ－Ｌｉｎｋセット)

φ７５～φ３００

本体、ゴム輪

ＧＸ形接合部品(Ｇ－Ｌｉｎｋセット)

φ７５～φ３００

本体、ゴム輪、SUSナット

ＧＸ形接合部品 単品用(直管用)

φ７５～φ４００

ゴム輪

ＧＸ形ライナ（内外面粉体塗装）

φ７５～φ４００

本体、ライナボード

ＧＸ形切管用挿口リング

φ７５～φ４００

タッピンねじタイプ

ＮＳ形接合部品 （直管・異形管用）

φ７５～φ２５０

ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪

〃

（直管用）

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品（帽・継輪用）

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品（異形管用）

φ３００～φ４５０

ＮＳ形接合部品（栓用）

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品 単品用（直管・異形管）

φ７５～φ２５０

（直管用）

押輪、ゴム輪、Ｔ頭ＢＮ
〃

φ300及びφ500以上は管と管の接合用・ガスケット、ボルトナット

φ３００～φ４５０

ＮＳ形接合部品 （直管・異形管･継輪用）

〃

〃

押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング
ロックリング用心出しゴム輪、SUSナット
押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出しゴ
ム輪 （帽の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）
押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング
ックリング用心出し ム輪
ロックリング用心出しゴム輪
ゴム輪、SUSナット
（栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）
ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪

φ３００～φ４５０
押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング、ロックリング用心出しゴム輪、SUS
ナット
押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出しゴ
ム輪
ゴム輪、SUSナット
（栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）

ＮＳ形接合部品（直管・異形管･継輪用）単品用

φ５００～φ１０００

ＮＳ形接合部品（帽・継輪用 ） 単品用

φ７５～φ４５０

ＮＳ形接合部品（栓用 ） 単品用

φ５００～φ１０００

ＮＳ形ライナ（内外面粉体塗装）

φ７５～φ１０００

ライナ用心出しゴムを含む

ＮＳ形切管用挿口リング

φ７５～φ１０００

タッピンねじタイプ

リベットタイプ

リベット、結合ピース含む

押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボル
ト
押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボル
ト

ＵＦ形接合部品（直管用）

φ８００～φ１１００

ＵＦ形接合部品（異形管用）

φ８００～φ１１００

Ｓ形接合部品

φ１１００

Ｓ形切管用挿口リング

φ５００～φ１１００
φ５００
φ１１００

ポリエチレンスリ－ブ

φ７５～φ１１００

ＪＷＷＡ Ｋ １５８

ポリエチレンスリ-ブ固定用ゴムバンド

φ７５～φ１１００

ＪＷＷＡ Ｋ １５８

フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)

φ300、φ500～φ1100

フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)

φ300、φ500～φ1100

〃

フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)

φ300、φ500～φ1100

〃

フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)
GF7 5K(SUS304)

φ300、φ500～φ1100
φ300 φ500 φ1100

〃

離脱防止付き押輪(付属品込）

φ75～φ500

GX形継輪用特殊押輪

φ75～φ400

押輪、ゴム輪、SUSナット

ＮＳ形継輪用特殊割押輪

φ75～φ450

押輪、ゴム輪、SUSナット

押輪、割輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUSナット、結合ピ-ス

管と弁類の接合用・ガスケット、ボルトナット

押輪、芯出しゴム、T頭SUSボルト、ナット

備考

別-10

