
別 表（使用指定材料一覧） 

本表に記載のない材料を使用する必要が生じた場合は「一宮市上下水道部工事仕様書（上水編）」
材料承認一覧に準ずることとし、これによりがたい場合は上下水道部と協議し、事前に使用承認を得
ること。



規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 JWWA G113 φ75,100 （規格品のため省略）

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 JWWA G120 φ75,100 （規格品のため省略）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 JWWA G114 φ75,100 （規格品のため省略）

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 JWWA G121 φ75,100 （規格品のため省略）

STﾊﾞﾙﾌﾞﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 STCU2SP φ75×50 コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管S型SUN外ﾈｼﾞ型 CIP TY-105 φ75×50 大成機工㈱

STｿﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 STCPF
φ100～200×75
φ150～200×100

コスモ工機㈱

STｿﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 STCFM
φ250～350×75
φ250～350×100

コスモ工機㈱

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用分岐付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ SB-015-00SPF
φ100～200×75
φ150～200×100

㈱水研

ﾔﾉT字管V型 CIP TN-65VS
φ100～350×75
φ150～350×100

大成機工㈱

割丁字管B型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 BC-P
φ100～200×75
φ150～200×100

コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管F型 CIP TN-65F
φ100～350×75
φ150～350×100

大成機工㈱

STｿﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用K形受口 STCPK
φ100～200×75
φ150～200×100

コスモ工機㈱

STｿﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用K形受口 STCK
φ250～350×75
φ250～350×100

コスモ工機㈱

STｿﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用K形受口 STCCK
φ250～350×75
φ250～350×100

コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管VK型 CIP TN-65VK
φ100～350×75
φ150～350×100

大成機工㈱

ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ RLKVKS
φ100～350×75
φ150～350×100

コスモ工機㈱

耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型 TⅡ-12
φ100～300×75
φ150～300×100

大成機工㈱

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWA K116 （規格品のため省略）

水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管 JIS G3442 （規格品のため省略）

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

鋼管

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

ダクタイル鋳鉄異形管

ダクタイル鋳鉄管

名称

不断水割T字管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)

K形受口仕切弁付不断水割T字管

耐震用仕切弁付不断水割T字管(K形挿し口)

仕切弁付不断水割T字管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)

仕切弁付不断水割T字管(外ﾈｼﾞ形)
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JIS K6742 （規格品のため省略）

STﾊﾞﾙﾌﾞ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管・鋼管用 STVU2SP φ75×50 コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管S型SUN外ﾈｼﾞ型 VP TY-105 φ75×50 大成機工㈱

STｿﾌﾄ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管・鋼管用 STVFP
φ100～150×75
φ150×100

コスモ工機㈱

塩ﾋﾞ管用分岐付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ SB-015-00SRPF
φ100～150×75
φ150×100

㈱水研

ﾔﾉT字管V型 VP TN-65VS
φ100～150×75
φ150×100

大成機工㈱

割丁字管B型塩化ﾋﾞﾆﾙ管・鋼管用 BV-P
φ100～150×75
φ150×100

コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管F型 VP TN-65F
φ100～150×75
φ150×100

大成機工㈱

STｿﾌﾄ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管・鋼管用K形受口 STVK
φ100～150×75
φ150×100

コスモ工機㈱

ﾔﾉT字管VK型 VP TN-65VK
φ100～150×75
φ150×100

大成機工㈱

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 JIS K6762 （規格品のため省略）

上下水道部承認品

仕切弁付不断水割T字管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)

不断水割T字管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

ポリエチレン管

ビニル管

K形受口仕切弁付不断水割T字管

仕切弁付不断水割T字管(外ﾈｼﾞ形)
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管端防食形継手 JWWA K150 （規格品のため省略）

GPﾅｯﾄ(GPN)･GPｿｹｯﾄ(GPK-C-L)･ﾊﾟｯｷﾝ(UVP)ｾｯﾄ GP-C SET φ30～50 ㈱タブチ

ﾒｰﾀﾕﾆｵﾝG SJ φ30～50 ㈱日邦バルブ

GPﾒｰﾀﾕﾆｵﾝ 821058 φ30～50 前澤給装工業㈱ 

鋼管用ﾕﾆｵﾝ･溝付きﾅｯﾄ US-NPG1 φ30～50 ㈱前田バルブ工業

ﾌﾗﾝｼﾞ付伸縮継手(上水) KF-103-S75 φ75 ㈱光明製作所

ﾌﾗﾝｼﾞ付伸縮継手(上水) KF-103-S100 φ100 ㈱光明製作所

伸縮ﾕﾆｵﾝGV×F水検 SUV-F φ50 ㈱タブチ

伸縮ﾕﾆｵﾝGV SUV φ40 ㈱タブチ

伸縮ﾕﾆｵﾝ継手 両ﾌﾗﾝｼﾞ付 H-ET2F φ75,100 名古屋バルブ工業㈱

伸縮ﾕﾆｵﾝ継手 片ﾌﾗﾝｼﾞ付 H-ETF φ50 名古屋バルブ工業㈱

伸縮ﾕﾆｵﾝ継手 H-ET6 φ30～40 名古屋バルブ工業㈱

F付ﾒｰﾀ伸縮ｿｹｯﾄ 810041 φ50 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀ伸縮ｿｹｯﾄ 810073 φ30～40 前澤給装工業㈱ 

伸縮ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ継手 鋼管用おねじ ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ(上水) SM-G φ50 ㈱前田バルブ工業

伸縮ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ継手 鋼管用おねじ SM-G φ40 ㈱前田バルブ工業

離脱防止継手 ｿｹｯﾄ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ｿｹｯﾄ 32～50 ㈱川西水道機器

離脱防止継手 ｴﾙﾎﾞ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ｴﾙﾎﾞ90° 32～50 ㈱川西水道機器

離脱防止継手 径違いｿｹｯﾄ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ｿｹｯﾄ(径違い用・異種管用) 40～50×32,50×40 ㈱川西水道機器

離脱防止継手 異種管用ｿｹｯﾄ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ｿｹｯﾄ(径違い用・異種管用)
16×P13
16～50×P20
25～50×P25

㈱川西水道機器

伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ
20～32×P20
25～32×P25
40×32～40

㈱川西水道機器

伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ 管止付 50×32～40 ㈱川西水道機器

分水栓用ｿｹｯﾄ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX 分止水栓用ｿｹｯﾄ 32～50 ㈱川西水道機器

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 JIS K6743 （規格品のため省略）

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 V用ｵﾈｼﾞ NY-HP14-6 φ20～25 名古屋バルブ工業㈱

Vﾜﾝ継手 ｵｽ 715421 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

OP塩ﾋﾞ管ｼﾞｮｲﾝﾄ V鋼管用おねじ OP-VG φ13～25 前田バルブ工業㈱

離脱防止継手 異種管用ｿｹｯﾄ 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ｿｹｯﾄ(径違い用・異種管用)
V13～16×P13
V13～50×P20
V25～50×P25

㈱川西水道機器

伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ
V20～30×P20
V25～30×P25
V40×32

㈱川西水道機器

伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ 管止付 V50×32,40 ㈱川西水道機器

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品離脱防止継手 ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

鋼管継手

ビニル管継手

鋼管用ﾕﾆｵﾝ継手(ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ付)

伸縮式ﾕﾆｵﾝ継手

離脱防止継手 ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ

VPｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) 90°ｴﾙﾎﾞ φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)ｴﾙﾎﾞ KJP1-912 φ13～25 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ ｴﾙﾎﾞ90° TP-30型 φ13～25 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 ｴﾙﾎﾞ1種 PEO-E1 φ13～25 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 90°ｴﾙﾎﾞ NY-HP9 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(ｴﾙﾎﾞ) NOJ-L φ13～25 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 ｴﾙﾎﾞ 715607 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×PE管 ｴﾙﾎﾞ) OP-L φ13～25 前田バルブ工業㈱

PE管用継手異径ｴﾙﾎﾞ 上下水道部承認品 OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×PE管 ｴﾙﾎﾞ) OP-L φ20×13 前田バルブ工業㈱

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)おねじ付ｿｹｯﾄ KJP1-901R φ13～25 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ ｵﾈｼﾞ TP-30型 φ13～25 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ1種 PEO-GM1 φ13～25 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 ｵﾈｼﾞ NY-HP6 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(おねじ) NOJ-O φ13～25 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 ｵｽ 715601 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×他種管 鋼管用外ﾈｼﾞ) OP-G φ13～25 前田バルブ工業㈱

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) ｿｹｯﾄ φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)ｿｹｯﾄ KJP1-904 φ13～25 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ ｿｹｯﾄ TP-30型 φ13～25 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 ｿｹｯﾄ1種 PEO-K1 φ13～25 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 ｿｹｯﾄ NY-HP8 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(ｿｹｯﾄ) NOJ-S φ13～25 ㈱日邦バルブ

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×PE管 ｿｹｯﾄ) OP-S φ13～25 ㈱前田バルブ工業

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ KJP1-902 φ13～25 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ TP-30型 φ13～25 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 ﾒｰﾀ用1種 PEO-M1 φ13～25 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ NY-HP11 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(ﾒｰﾀ用) NOJ-M φ13～25 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 ﾒｰﾀ用 715604 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×器管 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ) OP-M φ13～25 前田バルブ工業㈱

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) 90°Lﾍﾞﾝﾄﾞ φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ KJP1-911L φ13～25,φ20×13 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ ﾕﾆｵﾝﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ90° TP-30型 φ13～25,φ20×13 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞﾛﾝｸﾞ1種 PEO-90NL1 φ13～25,φ20×13 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 90°ﾛﾝｸﾞ曲管 NY-HPA17 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品PE管用継手ｴﾙﾎﾞ

PE管用継手ｵﾈｼﾞ･ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ

PE管用継手ｿｹｯﾄ

PE管用継手ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ

PE管用継手ﾕﾆｵﾝﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ90°

水道用ポリエチレン管金属継手
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 異径90°ﾛﾝｸﾞ曲管 NY-HPAR17 φ20～25×13,φ25×20 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ) NOJ-UL90 φ13～25,φ20×13 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 715612 φ13～25,φ20×13 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×器管 90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ) OP-90LB
φ13～25,φ20×13
φ25×13～20

前田バルブ工業㈱

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) ｿｹｯﾄ φ20～25×13～20 栗本商事㈱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)ｿｹｯﾄ KJP1-904 φ20～25×13,φ25×20 ㈱光明製作所

ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰ 異径ｿｹｯﾄ TP-30型 φ20～25×13,φ25×20 大成機工㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 ｿｹｯﾄ1種 PEO-K1 φ20～25×13,φ25×20 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 異径ｿｹｯﾄ NY-HPR8 φ20～25×13,φ25×20 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(ｿｹｯﾄ) NOJ-S φ20～25×13,φ25×20 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 ｿｹｯﾄ 715605 φ20～25×13,φ25×20 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×PE管ｿｹｯﾄ) OP-S φ20～25×13,φ25×20 前田バルブ工業㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 PVｿｹｯﾄ PEO-VP-K1
φ13～25,φ20×13
φ25×20

㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 PVｿｹｯﾄ NY-HP14-8 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 異径PVｿｹｯﾄ NY-HPR14-8 φ20×13,φ25×20 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(PVｿｹｯﾄ) NOJ-PV.S
φ13～25,φ20～25×13
φ25×20

㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 HI-PE用ｿｹｯﾄ 715616
φ13～25,φ20～25×13
φ25×20

前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×他種管 PVｿｹｯﾄ) OP-PVS
φ13～25,φ20～25×13
φ25×20

前田バルブ工業㈱

ﾎﾟﾘﾜﾝ継手 PVｴﾙﾎﾞ PEO-VP-E1-L φ13～25 ㈱タブチ

NY式ﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ継手 PVｴﾙﾎﾞ NY-HP14-9 φ13～25 名古屋バルブ工業㈱

ﾜﾝﾀｯﾁ継手(PVｴﾙﾎﾞ) NOJ-PV.L φ13～25 ㈱日邦バルブ

Pﾜﾝ継手 HI-PE用ｴﾙﾎﾞ 715617 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

OPﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PE管×他種管 PVｴﾙﾎﾞ) OP-PVL φ13～25 前田バルブ工業㈱

離脱防止継手 上下水道部承認品 伸縮可とう離脱防止継手 SKX SKX ﾅｯﾄ付ﾁｰｽﾞ 管止付 P50×40 ㈱川西水道機器

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

PE管用継手ﾕﾆｵﾝﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ90°

PE管用継手異径ｿｹｯﾄ

PE管用継手PVｿｹｯﾄ

PE管用継手PVｴﾙﾎﾞ

水道用ポリエチレン管金属継手
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

上下水道部承認品 鉛ﾚｽ青銅 10K 埋設用ねじ込み仕切弁(弁棒非上昇式) LJ10N-BS-OR φ13～25 東洋バルヴﾞ㈱

上下水道部承認品 仕切弁 B-WGI φ13～25 ㈱日邦バルブ

上下水道部承認品 埋設用仕切弁 402001 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

上下水道部承認品 BC仕切弁 BC仕切弁 丸H 平行ｵﾈｼﾞ形 φ30～50 栗本商事㈱

上下水道部承認品 青銅製仕切弁(外ﾈｼﾞ式) TAM φ30～50 ㈱タブチ

上下水道部承認品 仕切弁 A-WGOR φ30～50 ㈱日邦バルブ

上下水道部承認品 青銅製仕切弁 外ねじ 421001 φ30～50 前澤給装工業㈱ 

上下水道部承認品 青銅仕切弁 MV-BC-J φ30～50 前田バルブ工業㈱

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 JWWA B120 （規格品のため省略）

ﾎﾞｰﾙ式逆止弁 KGF φ20～25 ㈱タブチ

逆止弁(ﾕﾆｵﾝ×平行おねじ) CV-SCO φ20～25 ㈱日邦バルブ

逆止弁(伸縮×めねじ) CV-SEI φ30×50 ㈱日邦バルブ

ﾎﾞｰﾙﾘﾌﾄ式逆止弁 Rc 522206 φ30～50 前澤給装工業㈱ 

ﾉﾝﾊﾞｯｸ ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ MV-NBK φ20～25 前田バルブ工業㈱

逆止弁付ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ 逆止弁付ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ φ13～25 栗本商事㈱

逆止弁付きﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ(4㎜JIS用) MCV-401K φ13～25 ㈱光明製作所

逆止弁付ﾊﾟｯｷﾝ LVP-O φ13～25 ㈱タブチ

逆止付ﾊﾟｯｷﾝ CPK φ13～25 ㈱日邦バルブ

ﾁｬｹｯﾄｾﾞﾛﾜﾝ 591001 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

ﾁｬｯｷﾊﾟｯｷﾝ PK-ZM-J φ13～25 前田バルブ工業㈱

D 型 吸排気弁 RB-D2 φ20 ㈱タブチ

D 型 吸排気弁 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(Rc3/4) RB-D2VA φ20 ㈱タブチ

吸排気弁(内ねじﾎﾞｰﾙ弁､管端ｺｱ付) NAV-S φ20 ㈱日邦バルブ

吸排気弁(内ねじﾎﾞｰﾙ弁､管端ｺｱ付) NAV-ODCⅡ φ25 ㈱日邦バルブ

吸排気弁 HS-5型 601226 φ20～25 前澤給装工業㈱ 

上下水道部承認品

上下水道部承認品

吸排気弁 上下水道部承認品

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

仕切弁

逆止弁

吸排気弁

青銅製仕切弁(内ﾈｼﾞ式)

青銅製仕切弁(外ﾈｼﾞ式)

ﾎﾞｰﾙ式逆止弁

逆止弁付ﾊﾟｯｷﾝ
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

JWWA B117 ｻﾄﾞﾙ付き分水栓
φ40×20,φ50×20～25
φ75～150×20～40
φ100～150×50

（規格品のため省略）

ｻﾄﾞﾙ付き分水栓 JWWA-B117準拠-A形 VS φ40×25 栗本商事㈱

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(協会型)ﾎﾞｰﾙ式 VS用 SB-102-AS φ40×25 ㈱光明製作所

ﾎﾞｰﾙｻﾄﾞﾙ規格型 ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管兼用 BXV-L φ40×25 ㈱タブチ

水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 A形 (VP･SP用) JWWA-KA-VP･SP φ40×25 ㈱日邦バルブ

JWWA型 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(小口径) 111601 φ40×25 前澤給装工業㈱ 

水道用ｻﾄﾞﾙ分水栓 JWWA B117A形 (VP､SP用) JS-EAV φ40×25 前田バルブ工業㈱

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DIP) JWWA B117 ｻﾄﾞﾙ付き分水栓
φ75～350×20～40
φ100～350×50

（規格品のため省略）

PTC B20 ｻﾄﾞﾙ付き分水栓 φ50×20～25 （規格品のため省略）

ｻﾄﾞﾙ付き分水栓 水道配水PE用-A形 φ50×30 栗本商事㈱

水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE･VP･SP対応) HPPE･VP･SP φ50×30 ㈱日邦バルブ

開閉防止形ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓 開閉防止形ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓 φ13～25 栗本商事㈱

ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓(開閉防止型) VS-203-A φ13～25 ㈱光明製作所

ﾎﾞｰﾙ式ﾒｰﾀ直結伸縮止水栓 盗水防止形 BES-TH･T WE(-M) φ13～25 ㈱タブチ

伸縮式ﾎﾞｰﾙ止水栓 NT-M伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ13～25 ㈱日邦バルブ

ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓 開防2型 351542 φ13～25 前澤給装工業㈱ 

開閉防止式ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓R型 MV-TABR φ13～25 前田バルブ工業㈱

上下水道部承認品

伸縮式ﾎﾞｰﾙ止水栓 上下水道部承認品

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

分水栓

止水栓

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP・SP)

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE)

上下水道部承認品
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) M-13TLR/VS BK ｲﾁﾉﾐﾔｼ φ13 アロン化成㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) M-20BTLR/VS BK ｲﾁﾉﾐﾔｼ φ20 アロン化成㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) M-25TLR/VS BK ｲﾁﾉﾐﾔｼ φ25 アロン化成㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) M-3040TLF/VS BK ｲﾁﾉﾐﾔｼ φ30 アロン化成㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) M-3040TLF/VS BK ｲﾁﾉﾐﾔｼ φ40 アロン化成㈱

樹脂製量水器BOX 2t用 KMH-13F(A) ﾒｰﾀ口径 13㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 2t用 KMH-20F(A) ﾒｰﾀ口径 20㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 2t用 KMH-25FS(A) ﾒｰﾀ口径 20～25㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 2t用 KMH-25F(A) ﾒｰﾀ口径 25㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 6t用 KMH-13F(強化用) ﾒｰﾀ口径 13㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 6t用 KMH-20F(強化用) ﾒｰﾀ口径 20㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 6t用 KMH-25FS(強化用) ﾒｰﾀ口径 20～25㎜ 栗本商事㈱

樹脂製量水器BOX 6t用 KMH-25F(強化用) ﾒｰﾀ口径 25㎜ 栗本商事㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) NCP-13 φ13 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) NCP-20 φ20 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) NCP-25 φ25 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) NCP-30 φ30 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製) HJ-40 φ40 日之出水道機器㈱

量水器筐 MB-13S×60-25一宮市 13㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-20S×60-25一宮市 20㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-25S×60-25一宮市 25㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-30S×60-25一宮市 30㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-40S×60-25一宮市 40㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-300×200V一宮市 13㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-400×200V一宮市 20㎜用 前澤化成工業㈱

量水器筐 MB-500×200V一宮市 25㎜用 前澤化成工業㈱

量水器ﾎﾞｯｸｽ(FC200) NMB φ13 ㈱慶和製作所

量水器ﾎﾞｯｸｽ(FC200) NMB φ20 ㈱慶和製作所

一宮市型量水器ﾎﾞｯｸｽ(底板付き) RS20D φ13 ダイモン

一宮市型量水器ﾎﾞｯｸｽ(底板付き) RS20AD φ20 ダイモン

一宮市型量水器ﾎﾞｯｸｽ(底板付き) RS25AD φ25 ダイモン

ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) ｲﾁﾉﾐﾔｼｶﾞﾀﾒｰﾀｰBOX13ﾐﾘ φ13 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) ｲﾁﾉﾐﾔｼｶﾞﾀﾒｰﾀｰBOX20ﾐﾘ φ20 日之出水道機器㈱

ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) ｲﾁﾉﾐﾔｼｶﾞﾀﾒｰﾀｰBOX25ﾐﾘ φ25 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) MR-1L-10LF1W1 φ30,40 日之出水道機器㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

ﾒｰﾀｰ筐(樹脂製)

ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

メーター筐
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) 上下水道部承認品 大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製) MR-4L-10LF1W1 φ50～100 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)専用下桝(上部) MR-1-200AM(NG) φ30,40 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)専用下桝(下部) MR-1-150DM(NG) φ30,40 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)専用下桝(上部) MR-4-400AM φ50～100 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)専用下桝(下部) MR-4-200BM φ50～100 日之出水道機器㈱

大型ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄製)専用下桝(下部) MR-4-300DM φ50～100 日之出水道機器㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝上部壁 RA250-150 φ250×H150 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(上部)φ250×H150 SHX-25×150A φ250×H150 スズテック㈱

円形1号 上部壁 A-A-15 φ250×H150 ㈱ダイモン

下桝(上部) NHVO-25-100A φ250×H100 日之出水道機器㈱

下桝(上部) NHVO-25-150A φ250×H150 日之出水道機器㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝上部 HRA250-150 φ250×H150 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝上下部壁 RAC250-150 φ250×H150 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(上下部)φ250×φ350×H300 SHX-25×300WCA φ250×φ350×H300 スズテック㈱

円形1号 上下部壁 A-AC15 φ250×φ350×H150 ㈱ダイモン

円形1号 上下部壁 A-AC30 φ250×φ350×H300 ㈱ダイモン

下桝(上下部) NHVO-25-150CA φ250×φ350×H150 日之出水道機器㈱

下桝(上下部) NHVO-25-300CA φ250×φ350×H300 日之出水道機器㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝上下部 HRAC250-150 φ250×φ350×H150 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝上下部 HRAC250-300 φ250×φ350×H300 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝中部壁 RB250-100 φ250×H100 植平コンクリート工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝中部壁 RB250-200 φ250×H200 植平コンクリート工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝中部壁 RB250-300 φ250×H300 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(中部)φ250×H100 SHX-25×100B φ250×H100 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(中部)φ250×H150 SHX-25×150B φ250×H150 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(中部)φ250×H200 SHX-25×200B φ250×H200 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(中部)φ250×H300 SHX-25×300B φ250×H300 スズテック㈱

円形1号 中部壁 DRB25B-10 φ250×H100 ㈱ダイモン

円形1号 中部壁 DRB25B-20 φ250×H200 ㈱ダイモン

円形1号 中部壁 DRB25B-30 φ250×H300 ㈱ダイモン

下桝(中部) NHVO-25-100B φ250×H100 日之出水道機器㈱

下桝(中部) NHVO-25-150B φ250×H150 日之出水道機器㈱

下桝(中部) NHVO-25-200B φ250×H200 日之出水道機器㈱

下桝(中部) NHVO-25-300B φ250×H300 日之出水道機器㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

メーター筐

ﾒｰﾀｰ筐用桝

仕切弁用桝上部

仕切弁用桝上下部

仕切弁用桝中部

仕切弁筐(A型)
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝中部 HRB250-100 φ250×H100 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝中部 HRB250-200 φ250×H200 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝中部 HRB250-300 φ250×H300 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝下部壁 RC250-300 φ250×φ350×H300 植平コンクリート工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝下部壁 RC250-300W φ250×φ450×H300 植平コンクリート工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝下部壁 RBC250-200 φ250×H200 植平コンクリート工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製下桝下部壁 RBC250-300 φ250×H300 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(下部)φ250×φ350×H300 SHX-25×300C φ250×φ350×H300 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(下部)φ250×φ450×H300 SHX-25×300C(TT) φ250×φ450×H300 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(下部)φ250×H200 SHX-25×200BC φ250×H200 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)桝(下部)φ250×H300 SHX-25×300BC φ250×H300 スズテック㈱

円形1号 下部壁 DRB25C-20 φ250×350×H200 ㈱ダイモン

円形1号 下部壁 DRB25C-30 φ250×350×H300 ㈱ダイモン

円形1号 下部壁 DRB25C45-30 φ250×450×H300 ㈱ダイモン

円形1号 小口径用下部壁 DRB25BC-20 φ250×H200 ㈱ダイモン

下桝(下部) NHVO-25-200C φ250×φ350×H200 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-25-300C φ250×φ350×H300 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-25-300C(TT) φ250×φ450×H300 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-25×100BC φ250×H100 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-25×200BC φ250×H200 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-25×300BC φ250×H300 日之出水道機器㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝下部 HRC250-300 φ250×φ350×H300 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝下部 HRC250-300W φ250×φ450×H300 北勢工業㈱

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ下桝下部 HRBC250-200 φ250×H200 北勢工業㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ製底版 CKS250-60 φ250(φ350)×H60 植平コンクリート工業㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ製底版 CKS350-60 φ250(φ450)×H60 植平コンクリート工業㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ製底版 CKS250-60B2 205×500×H60 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)底板ｺﾝｸﾘｰﾄ製250(350)×60 SHX-25×60S 250(350)×60 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)底板ｺﾝｸﾘｰﾄ製250(450)×60 SHX-35×60S 250(450)×60 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)底板ｺﾝｸﾘｰﾄ製500×205×60 SHX-25×60S(ICY) 500×205×60 スズテック㈱

円形1号 底板（円形） A-SS φ350×H60 ㈱ダイモン

円形1号 底板（円形） B-SS φ450×H60 ㈱ダイモン

円形1号 小口径用底板（分割） A-PTK60 205×500×H60 ㈱ダイモン

底板 CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60S φ250(350)×H60 日之出水道機器㈱

底板 CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-35-60S φ250(450)×H60 日之出水道機器㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

仕切弁筐(A型)

仕切弁用桝中部

仕切弁用桝下部

仕切弁用底板
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

底板 CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60SS(ICY) 500×205×H60 日之出水道機器㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ下桝底版部 HCKS250-60 φ250(φ350)×H60 北勢工業㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ下桝底版部 HCKS350-60 φ250(φ450)×H60 北勢工業㈱

ｺﾝｸﾘｰﾄ下桝底版部（分割） HCKS250-60B2 500×205×H60 北勢工業㈱

調整ﾘﾝｸﾞ PR250-30 φ250 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用(排泥弁)調整ﾘﾝｸﾞ樹脂製250×10 CHX-250×10H φ250 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)調整ﾘﾝｸﾞ樹脂製250×30 CHX-AB250×30H φ250 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)調整ﾘﾝｸﾞ樹脂製250×50 CHX-AB250×50H φ250 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)調整ﾘﾝｸﾞ(傾斜地用)樹脂製250×10(3%) CHX-250×10H-3% φ250 スズテック㈱

仕切弁用(排泥弁)調整ﾘﾝｸﾞ(傾斜地用)樹脂製250×10(5%) CHX-250×10H-5% φ250 スズテック㈱

円形1号 嵩上げﾘﾝｸﾞ A-K1-NS φ250×H10 ㈱ダイモン

円形1号 嵩上げﾘﾝｸﾞ A-K3--NS φ250×H30 ㈱ダイモン

円形1号 嵩上げﾘﾝｸﾞ A-K5-NS φ250×H50 ㈱ダイモン

円形1号 嵩上げﾘﾝｸﾞ A-K3P3-NS φ250×H30×3％ ㈱ダイモン

円形1号 嵩上げﾘﾝｸﾞ A-K3P5-NS φ250×H30×5％ ㈱ダイモン

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-10K φ250 日之出水道機器㈱

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-10K(P3) φ250 日之出水道機器㈱

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-10K(P5) φ250 日之出水道機器㈱

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-20K φ250 日之出水道機器㈱

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-30K φ250 日之出水道機器㈱

調整ﾘﾝｸﾞ REP NHVO-25-50K φ250 日之出水道機器㈱

再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製調整ﾘﾝｸﾞ HPR250-10 φ250×H10 北勢工業㈱

再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製調整ﾘﾝｸﾞ HPR250-30 φ250×H30 北勢工業㈱

再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製調整ﾘﾝｸﾞ HPR250-50 φ250×H50 北勢工業㈱

宅地内仕切弁筐 HDS150×500 φ20～40 日之出水道機器㈱

宅地内仕切弁筐 HDS150×500(NG) φ50 日之出水道機器㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

仕切弁用調整リング

宅地内仕切弁筐

仕切弁筐(A型)

仕切弁筐(B型)

仕切弁用底板
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

補水栓用桝上部 上下水道部承認品 下桝(上部) NHVO-60-200AU Nﾂｷ φ600×H200(補水栓用) 日之出水道機器㈱

下桝(上部) NHVO-60-100B φ600×H100 日之出水道機器㈱

下桝(上部) NHVO-60-200B φ600×H200 日之出水道機器㈱

下桝(上部) NHVO-60-300B φ600×H300 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-60-200C φ600×H200 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-60-300C φ600×H300 日之出水道機器㈱

下桝(下部) NHVO-60-200CH φ600×H200 日之出水道機器㈱

底板 NHVO-60-40S Tﾂｷ φ600(500)×H40 日之出水道機器㈱

底板 NHVO-60-40S(1/2) 800×200×H40 日之出水道機器㈱

補水栓用調整ﾘﾝｸﾞ 上下水道部承認品 調整ﾘﾝｸﾞ NHVO-60-50KU φ600×H50(補水栓用) 日之出水道機器㈱

仕切弁用鉄蓋 CT216-OD φ250 植平コンクリート工業㈱

仕切弁用鉄蓋（受枠） CT216-150-IK φ250 植平コンクリート工業㈱

一宮市仕切弁 KVO-21G-15LS φ230 クロダイト工業㈱

仕切弁用筐(排泥弁)鋳鉄製丸型 枠蓋共φ230×H150 NWM-VF-25(S付) φ250 スズテック㈱

円形1号 仕切弁鉄蓋 SE8KT-DZ一宮市型 φ250×H150 ㈱ダイモン

仕切弁鉄蓋φ250 T-25 CVO-21G-15LA(ITD*)-ED Sﾂｷ φ250 日之出水道機器㈱

仕切弁用鉄蓋 一宮市型 φ250 北勢工業㈱

一宮市補水栓 KVOC-61G-11LW φ600 植平コンクリート工業㈱

補水栓鉄蓋 ROS-60G-10C φ600 日之出水道機器㈱

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品

補水栓鉄蓋

補水栓用桝中部

補水栓用桝下部

補水栓用底板

仕切弁鉄蓋

鉄蓋

消防用貯水槽補水装置用筐
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MU20LS φ20 兼工業㈱

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MU20SS φ20 兼工業㈱

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ 重力式 20 MUK4 L-UPYATH φ20 ㈱タブチ

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ 重力式 20 MUK4 S-UPYATH φ20 ㈱タブチ

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ SMUP･U-VA-CV φ20～25 ㈱日邦バルブ

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MSPS3N 616184 φ20 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MSPS3N 616185 φ20 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ 重力式(減圧弁付) 20 MUK4 LP-UPYATH φ20 ㈱タブチ

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ 重力式(減圧弁付) 20 MUK4 SP-UPYATH φ20 ㈱タブチ

減圧弁付ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ RMUP･U-CV NT-M φ20～25 ㈱日邦バルブ

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MSPS3N 618184 φ20 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ MSPS3N 618185 φ20 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ MBU-S-N φ40～50 ㈱日邦バルブ

ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ 2型 鉄蓋 606211 φ40 前澤給装工業㈱ 

ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ 2型 鉄蓋 606213 φ50 前澤給装工業㈱ 

水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ JWWA B130 （規格品のため省略）

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

メーターユニット

メーターバイパスユニット

設備ﾕﾆｯﾄ

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ

ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ(減圧弁付)

ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ

上下水道部承認品

上下水道部承認品

上下水道部承認品
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規格等 品名 品番・型番 口径 製造業者

密着銅ｽﾘｰﾌﾞ 密着銅ｽﾘｰﾌﾞ φ20～50 栗本商事㈱

密着ｺｱW SBP-201W φ20～50 ㈱光明製作所

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｽﾘｰﾌﾞ IP φ20～50 ㈱タブチ

密着銅ｺｱ 密着銅ｺｱ φ20～50 ㈱日邦バルブ

密着ｺｱR 921027 φ20～50 前澤給装工業㈱ 

密着ｺｱW SA-RW φ20～50 前田バルブ工業㈱

SUSｽﾘｰﾌﾞ IJ φ20～50 ㈱タブチ

密着ｽﾃﾝﾚｽｺｱ 密着ｽﾃﾝﾚｽｺｱ φ20～50 ㈱日邦バルブ

水道用ライニング鋼管用液状シール剤 JWWA K161 （規格品のため省略）

水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管の
接着剤

JWWA S101 （規格品のため省略）

減圧式逆流防止器 JWWA B134 （規格品のため省略）

管類　　　　継手類　　　　弁類　　　　栓類　　　　筐類　　　　ユニット類　　　　その他

名称

分水栓用コア

接合材

逆流防止装置

密着形銅ｺｱ

密着形ｽﾃﾝﾚｽｺｱ

上下水道部承認品

上下水道部承認品
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