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目 次

分 類 品 目

規格承認材料 規‐１ 水道用ダクタイル鋳鉄直管（Ｋ形）

規‐２ 水道用ダクタイル鋳鉄直管（ＮＳ形）

規‐３ 水道用ダクタイル鋳鉄直管（ＧＸ形）

規‐４ 水道用ポリエチレン管

規‐５ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

規‐６ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

規‐７ ポリエチレンスリーブ

規‐８ パッキン

鋳鉄管類 DIP‐１ 水道用ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）

DIP‐２ 水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽（Ｋ形）

DIP‐３ 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（Ｋ形）

DIP‐４ 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪３ＤｋＮ以上（Ｋ形）

DIP‐５ 水道用ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）

DIP‐６ 水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽（ＮＳ形）

DIP‐７ 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（ＮＳ形）

DIP‐８ 水道用ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）

DIP‐９ 水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽（ＧＸ形）

DIP‐10 水道用ダクタイル鋳鉄管 離脱防止金具

DIP‐11 水道用ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管

ポリエチレン管類 PE－１ 水道用ポリエチレン管継手（ワンタッチ式）

継手類 JO－１ ネオＳＫジョイント

JO－２ ＳＫＸジョイント

JO－３ ＶＣジョイント

JO－４ 伸縮メーターユニオン

JO－５ 漏水防止金具
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分 類 品 目

弁栓・弁室類 VA－１ ソフトシール仕切弁（両フランジショートタイプ）

VA－２ ソフトシール仕切弁（Ｋ形）

VA－３ ソフトシール仕切弁（ＮＳ形）

VA－４ ソフトシール仕切弁（ＧＸ形）

VA－５ バタフライ弁 （フランジ形）

VA－６ バタフライ弁 （ＮＳ形）

VA－７ バタフライ弁 （ＧＸ形）

VA－８ 割Ｔ字管

VA－９ 耐震型割Ｔ字管

VA－10 不断水仕切弁

VA－11 サドル分水栓

VA－12 消火栓（単口）

VA－13 消火栓（浅埋）

VA－14 水道用補修弁（ボール式）

VA－15 水道用急速空気弁（鋳鉄製）

VA－16 水道用小型急速空気弁（鉛レス青銅製）

VA－17 水道用急速空気弁（カムレバーロック式）

VA－18 Φ250丸型仕切弁筐

VA－19 丸型筐（仕切弁・空気弁用）

VA－20 岡崎市型丸型筐（消火栓用）

VA－21 φ250丸型弁室ブロック

VA－22 φ600丸型弁室ブロック

VA－23 止水栓ボックス

給水材料 KYU－１ 鋳鉄製メーターボックス

KYU－２ 樹脂製メーターボックス

KYU－３ 大型メーターボックス

KYU－４ メーターバイパスユニット

KYU－５ Ｂ止水栓

KYU－６ 丙止水栓

KYU－７ 甲止水栓

KYU－８ 逆止弁付乙止水栓

KYU－９ ストップバルブ

KYU－10 複式メータボックス
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分 類 品 目

その他 SO－１ 合フランジ

SO－２ ステンレスボルト

SO－３ フランジパッキン

SO－４ 管明示テープ

SO－５ 管埋設シート

SO－６ マーカーピン

SO－７ サドル分水栓用密着形コア

SO－８ 割Ｔ字管用密着形コア

SO－９ 中間軸

SO－10 修理用クランプ

SO－11 異種管継手（オールフィッツ）

SO－12 GFガスケット １号

SO－13 フクロジョイント

SO－14 ヤノジョイント

※ 工業規格 ： 「日本工業規格」を示す

※ 水協規格 ： 「日本水道協会規格」を示す



No. 規-1

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １１３

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄直管 （K形） ※１

規格等

◆工業規格 ＪＩＳ Ｇ ５５２６
○φ75～800mm ３種管、１種管（※２）

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考
※１ 既設接合等で使用すること
※２ 切れ管の場合に使用すること

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし



No. 規-2

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １１３

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄直管 （ＮＳ形）

規格等

◆工業規格 ―――――
○φ350、450mm ３種管、１種管（※）
φ500～800mm Ｓ種管

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考
※ 切れ管の場合に使用すること。ただし、継輪に接合する切れ管は3種管でよい。

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし



No. 規-3

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄直管 （ＧＸ形）

規格等

◆工業規格 ―――――

○φ75～400mm Ｓ種管、１種管

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １２０ （～φ250mm）

備考
φ400mmの切れ管は１種管を使用する。ただし、継輪に接合する切れ管はＳ種管でよい。

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし

◇日本ダクタイル協会規格 ＪＤＰＡ Ｇ 1049 （φ300mm～)



No. 規-4

◇水協規格 ―――――

材料名 水道用ポリエチレン管

規格等

◆工業規格 ＪＩＳ Ｋ ６７６２
○φ20～50mm 軟質二層管

備考

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし

（φ30は除く）



No. 規-5

◇水協規格 ―――――

材料名 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

規格等

◆工業規格 ＪＩＳ Ｋ ６７４２
○φ13～50mm

（φ16、30、40は除く）（φ16、30、40は除く）

備考

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし



No. 規-6

◇水協規格 ―――――

材料名 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

規格等

◆工業規格 ＪＩＳ Ｋ ６７４３
○φ13～50mm ＴＳ継手（Ａ形）

（φ16、30、40は除く）

備考

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし

キャップ、チーズ、エルボ、 45°エルボ、ソケット、ユニオン、バルブ用ソケット（メタル入り含む）



No. 規-7

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｋ １５８

材料名 ポリエチレンスリーブ

規格等
◆工業規格 ―――――
○φ75～800mm

備考

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし



No. 規-8

◇水協規格 ―――――

材料名 パッキン

規格等

◆工業規格 ―――――
○φ13～50mm 水道用

備考

業 者 名 内 容 承認番号

規格承認のため、指定業者なし

材質ＮＢＲ（ニトリルゴム）



No. DIP-1

M013_DIP-1

M010_DIP-1

M002_DIP-1

備考

業 者 名 内 容 承認番号
○Ｋ形φ75～800mm、フランジ部ＧＦ・ＲＦ形

二受Ｔ字管
受押し片落管(φ100mm～)
押し受片落管(φ100mm～)
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
フランジ付きＴ字管
浅層埋設形フランジ付T字管(φ75～300mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ75～350mm)
排水Ｔ字管(φ200mm～)
継ぎ輪、栓、ゴム輪、Ｔ頭ボルトナット、押輪

○Ｋ形φ500～600mm、フランジ部ＧＦ形
二受T字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
フランジ付きＴ字管
排水T字管
継ぎ輪、栓、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪（φ75mm～)

○Ｋ形φ75～600mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管(φ100mm～)
挿し受片落管(φ100mm～)
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°
片受曲管 5（5/8）°(φ300～800mm)
フランジ付きＴ字管
浅層埋設形フランジ付T字管(φ75～300mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ75～350mm)
排水Ｔ字管(φ200mm～)
継ぎ輪、栓、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪

(株)イトー鋳造

(株)クボタ

(株)栗本鐵工所

興和ゴム工業(株)
ゴム輪（φ75～600mm）

M009_DIP-1

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形）

規格等

◆工業規格 ＪＩＳ Ｇ ５５２７ ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １１４
○Ｋ形管φ75～800mm

二受Ｔ字管、受挿し片落管、挿し受片落管、短管１号、短管２号、
片受曲管90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°、
フランジ付Ｔ字管、浅埋形フランジ付Ｔ字管(φ75～300mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ75～350mm)、排水Ｔ字管(φ200mm～)
継ぎ輪、栓、ゴム輪、Ｔ頭ボルトナット、押輪

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２



No. DIP-1

M014_DIP-1

M015_DIP-1

M025_DIP-1

Ｋ形普通押輪（φ75～800mm）
※規格なし

Ｋ形普通押輪（φ75～250mm）
異形継ぎ輪 （φ75×３吋～φ300×12吋）
※規格なし

Ｋ形普通押輪（φ75～300mm）
メカニカル継ぎ輪φ75×3吋～φ300×12吋
※規格なし

クロダイト工業(株)

コスモ工機(株)

大成機工(株)

(株)山本興産
ゴム輪（φ75～600mm）

M051_DIP-1

○Ｋ形φ75～600mm、フランジ部ＧＦ・ＲＦ形
二受T字管
挿し受片落管
受挿し片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°
片受曲管 5（5/8）°(φ300mm～)
フランジ付きＴ字管
浅埋設型フランジ付きＴ字管(φ75～300mm）
うず巻き式フランジ付きＴ字管（φ75～350mm)
排水Ｔ字管(φ200mm～)
継ぎ輪、栓

幡豆工業(株) M037_DIP-1

○Ｋ形φ75～800mm、フランジ部ＧＦ・ＲＦ形
二受T字管
挿し受片落管
受挿し片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
フランジ付きＴ字管
排水Ｔ字管(φ200mm～)
継ぎ輪、栓

山岡鉄管(株) M047_DIP-1



No. DIP-2

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽（Ｋ形）

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ 管帽φ75～600mm

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

規格等

管帽（φ75～400mm）
大成機工(株) M025_DIP-2

備考

業 者 名 内 容 承認番号
管帽（φ75～600mm）

コスモ工機(株) M015_DIP-2



No. DIP-3

業 者 名 内 容 承認番号

クロダイト工業(株) 特殊押輪φ75～600mm [カミック40L] M014_DIP-3

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（Ｋ形）

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○特殊押輪φ75～800mm

備考

大成機工(株) 特殊押輪ワイドφ75～600mm [ＴＮ-30Ｗ型] M025_DIP-3

特殊押輪全周型φ75～600mm [ＣＭＡ]
特殊押輪ワイドφ75～600mm [ＣＭＢ]

コスモ工機(株) M015_DIP-3



No. DIP-4

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪3DkN以上（Ｋ形）

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○特殊押輪(3DkN以上)φ75～800mm

備考

大成機工(株) 特殊押輪(3DkN以上)φ75～600mm[ロングワイドZＴＮ-30Ｚ型]

業 者 名 内 容 承認番号

コスモ工機(株) 特殊押輪(3DkN以上)φ75～600mm[スーパーホールドCMH-Z] M015_DIP-4

M025_DIP-4



No. DIP-5

承認番号業 者 名 内 容

○ＮＳ形φ350、450～800mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ350mm)
排水Ｔ字管
継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪(～φ600mm)
ロックリング、ライナ
切管用挿し口リング、ロックリング心出し用ゴム
ライナ心出し用ゴム、バックアップリング

(株)クボタ M010_DIP-5

○ＮＳ形φ350、450～800mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ350）
排水Ｔ字管
継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪、ロックリング、ライナ
切管用挿し口リング、ロックリング心出し用ゴム
ライナ心出し用ゴム、バックアップリング

(株)栗本鐵工所 M013_DIP-5

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）

規格等

備考

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １１４ （～φ450mm)◆工業規格 ＪＩＳ Ｇ ５５２７

二受Ｔ字管、受挿し片落管、挿し受片落管、短管１号、短管２号
片受曲管90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°、両受曲管45°・22（1/2）°
フランジ付Ｔ字管、うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ350mm)、排水Ｔ字管
継ぎ輪、ゴム輪 （直管用・異形管用・継輪用・帽用）
Ｔ頭ボルトナット、押輪、ロックリング、ライナ
切管用挿し口リング（ リベットタイプ・タッピンねじタイプ（φ350mm)
継輪接合用（φ350mm)、ロックリング芯出し用ゴム（φ350mm)
ライナ芯出し用ゴム、バックアップリング

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

○ ＮＳ形管φ350、450～800mm
◇日本ダクタイル協会規格 ＪＤＰＡ Ｇ 1042 （φ500～800mm)



No. DIP-5

○ＮＳ形φ500～800mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
排水Ｔ字管
継輪

山岡鉄管(株) M047_DIP-5

○ＮＳ形φ350、450～800mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°(φ450mm)
フランジ付きＴ字管
うず巻式フランジ付Ｔ字管（φ350mm)
排水Ｔ字管
継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪
ロックリング(φ500mm～)、ライナ（φ500mm～)
切管用挿し口リング
ライナ心出し用ゴム(φ450mm)、バックアップリング

日本鋳鉄管(株) M035_DIP-5

○ＮＳ形φ350mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管
挿し受片落管
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
うず巻式フランジ付Ｔ字管(φ350mm）
排水Ｔ字管
継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪
バックアップリング

幡豆工業(株) M037_DIP-5



No. DIP-6

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １１４ （管帽）

(株)クボタ

業 者 名 内 容 承認番号
管帽（φ350、450mm）
管栓（φ500～600mm） M010_DIP-6

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽（ＮＳ形）

備考

規格等

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

◆工業規格 ―――――
◇日本ダクタイル協会規格 ＪＤＰＡ Ｇ 1042 （管栓)

○管帽φ350、450mm
○管栓φ500～800mm

管帽（φ350、450mm）
大成機工(株) M025_DIP-6

管帽（φ350、450mm）
コスモ工機(株) M015_DIP-6

管帽（φ350、450mm）
管栓（φ500～800mm）(株)栗本鐵工所 M013_DIP-6

幡豆工業(株)
管帽（φ350mm）

M037_DIP-6

山岡鉄管(株)
管栓（φ500～800mm）

M047_DIP-6

管帽（φ350、450mm）
管栓（φ500～800mm）日本鋳鉄管(株) M035_DIP-6



No. DIP-7

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（ＮＳ形）

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○特殊押輪φ350、450～800mm

備考

大成機工(株)
特殊押輪（φ350、450～800mm）

M025_DIP-7

業 者 名 内 容 承認番号

コスモ工機(株)
特殊押輪（φ350、450～800mm）

M015_DIP-7



No. DIP-8

○ＧＸ形管φ75～400mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管（φ100mm～）
挿し受片落管（φ100mm～）
短管１号、短管２号
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
浅層埋設型フランジ付Ｔ字管(～φ250mm）
排水Ｔ字管(φ300～400mm)
継ぎ輪、ゴム輪、 押輪、Ｔ頭ボルトナット
Ｐ－Ｌｉｎｋ、Ｇ－Ｌｉｎｋ、ロックリング・ロックリングホルダ
ライナ・ライナボード、切り管用挿し口リング（φ400mm）

(株)クボタ M010_DIP-8

備考

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 （ＧＸ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １２１ （～φ250mm）

○ ＧＸ形管φ75～400mm

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

◇日本ダクタイル協会規格 ＪＤＰＡ Ｇ １０４９ （φ300mm～）

二受Ｔ字管、受挿し片落管(φ100mm～)、挿し受片落管(φ100mm～)
短管１号、短管２号、両受短管
片受曲管90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°、両受曲管45°・22（1/2）°
フランジ付Ｔ字管、浅埋形フランジ付Ｔ字管(～φ250mm）、
うず巻き式フランジ付T字管（～φ300）、排水Ｔ字管(φ300～400mm)
継ぎ輪、ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルトナット
Ｐ－Ｌｉｎｋ（～φ300mm)、Ｇ－Ｌｉｎｋ（～φ300mm)
ロックリング・ロックリングホルダ（～φ250mm)
ライナ・ライナボード、切管用挿し口リング

○ＧＸ形管φ75～400mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管(～φ250mm)
受挿し片落管(φ100mm～)
挿し受片落管(φ100mm～)
短管1号、短管2号、両受短管
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
浅層埋設型フランジ付Ｔ字管(～φ250mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管(～φ250mm)
排水Ｔ字管(φ300～400mm)
継ぎ輪、ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルトナット
Ｐ－Ｌｉｎｋ、Ｇ－Ｌｉｎｋ、ロックリング・ロックリングホルダ
ライナ・ライナボード、切管用挿し口リング（φ400mm）

(株)栗本鐵工所 M013_DIP-8



No. DIP-8

M037_DIP-8

○ＧＸ形管φ75～400mm、フランジ部ＧＦ形
二受Ｔ字管
受挿し片落管(φ100mm～)
挿し受片落管(φ100mm～)
短管１号(～φ300mm)、短管２号(～φ300mm)、両受短管
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
浅層埋設型フランジ付Ｔ字管(～φ250mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管(～φ250mm)
排水Ｔ字管(φ300～400mm)
継ぎ輪、ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルトナット
Ｐ－Ｌｉｎｋ、Ｇ－Ｌｉｎｋ
ライナ・ライナボード、切管用挿し口リング

日本鋳鉄管(株) M035_DIP-8

○ＧＸ形管φ75～300mm、フランジ部ＧＦ形
二受T字管
受挿し片落管(φ100mm～)
挿し受片落管(φ100mm～)
短管１号、短管２号、両受短管
片受曲管 90°・45°・22（1/2）°・11（1/4）°・5（5/8）°
両受曲管 45°・22（1/2）°
フランジ付きＴ字管
浅層埋設型フランジ付Ｔ字管(～φ250mm）
うず巻式フランジ付Ｔ字管（～φ300）
継ぎ輪、ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルトナット

幡豆工業(株)



No. DIP-9

◆工業規格 ―――――
◇日本ダクタイル協会規格 ＪＤＰＡ Ｇ 1049（φ300mm～)

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

○管帽φ75～400mm
○管栓φ75～400mm

(株)クボタ
管帽（φ75～400mm）

M010_DIP-9

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓（ＧＸ形）

規格等

備考

◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １21（～φ250mm）

業 者 名 内 容 承認番号

(株)栗本鐵工所
管帽（φ75～400mm）

M013_DIP-9

管栓（φ75～400mm）
コスモ工機(株)

大成機工(株)

日本鋳鉄管(株)

M015_DIP-9

M025_DIP-9

M035_DIP-9

管栓（φ75～400mm）

管帽（φ75～400mm）

幡豆工業(株)
管帽（φ75～300mm）

M037_DIP-9



No. DIP-10

離脱防止金具
φ75～600mm[特殊割押輪ワイド TN-35W型]（DIP用）
φ75～150mm[TH-30L型]（VP、HIVP用）
φ75～150mm[TH-30Ⅱ型]（VP用）

大成機工(株) M025_DIP-10

業 者 名 内 容 承認番号

コスモ工機(株)
離脱防止金具
φ75～600mm[二つ割離脱防止押輪 CMB-2LB] M015_DIP-10

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 離脱防止金具

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○離脱防止金具φ75～600mm

備考



No. DIP-11

材料名 水道用ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 JWWA G 114
○φ75～100ｍｍ L=150、200、250、300
○内面エポキシ樹脂紛体塗装 JWWA G 112

備考

幡豆工業(株)
φ75～100ｍｍ
L=150、200、250、300 M037_DIP-11

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ
φ75～100ｍｍ
L=150、200、250、300 M010_DIP-11



No. PE-1

60°ロングベンド（異径 φ13×20mm含む）

エルボ

90°ロングベンド、 60°ロングベンド

ソケット（異形含む）、分止水栓用ソケット（異径含む）

エルボ、 90°ベンド、 60°ベンド

鋼管用おねじ付ソケット、鋼管用めねじ付ソケット
M012_PE-1

チーズ（異径含む）、メーター用ソケット（異径含む）

ソケット（異径含む）、分止水栓用ソケット
チーズ（異径含む）、メーター用ソケット（異径含む）

○φ13～30mm
ＰＶソケット（異形含む）、ＰＶエルボ（異形含む）

○φ13～25mm
90°ベンド、 60°ベンド、
90°ロングベンド（異径φ13×20mm含む）

○φ13～50mm
オネジ、メネジ

(株)タブチ M027_PE-1

パイプエンド、PVソケット

○φ13～25mm

栗本商事(株)

業 者 名 内 容 承認番号
○φ13～50mm

材料名 水道用ポリエチレン管継手（ワンタッチ式）

規格等

備考

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ポリエチレン管 金属継手 ワンタッチ式

90°ロングベンド、60°ロングベンド 等

オネジ、メネジ、（平行ネジ及びテーパーネジ共）
ソケット、分止水栓用ソケット、チーズ、メーター用ソケット、エルボ、
ユニオンソケット、90°ベンド、60°ベンド、パイプエンド
ＰＶソケット、ＰＶジョイント、ＰＶエルボ、Ｖパイプエンド 等

φ13～50mm

φ13～25mm

※異径含む



No. PE-1

回転式おねじ付エルボ φ20～50mm

フランジ付きオネジソケット（φ50mm）

名古屋バルブ工業(株)

プラグ付ソケット、回転式おねじ付エルボ

ソケット（異径含む）、分止水栓用ソケット（ＭＱリング付き含む）

90°ロングベンド、 60°ロングベンド

チーズ（異径含む）、メータ用ソケット
エルボ、 90°ベンド（異形含む）、 60°ベンド

オネジ、メネジ

前田バルブ工業(株)

ソケット（異径含む）、分止水栓用ソケット

エルボ、パイプエンド
チーズ （異径含む）、メータ用ソケット（異径含む）

オネジ、メネジ

ＰＶソケット、ＰＶエルボ、Ｖパイプエンド

○φ13～25mm

90°ロングベンド（異径含む） 、 60°ロングベンド（異径含む）
90°ベンド（異径含む）、 60°ベンド

○φ13～50mm

M033_PE-1

PVユニオンソケット

合フランジ付Ｐソケット（φ50mm）
○その他

90°ベンド、 60°ベンド、
90°ロングベンド（異径含む）、 60°ロングベンド（異径含む）

○ φ13～25mm

チーズ（異径含む）、
エルボ、ユニオンソケット（異形含む）
パイプエンド、PVソケット、PVエルボ、PVジョイント（異径含む）

○φ13～50mm

ソケット（異径含む）

ＰＶチーズ（φ25、50mm、φ25×20）
Vメネジ（φ25、50mm）、Vパイプエンド（φ25、50mm）

ＰＶソケット （異径含む）、ＰＶエルボ
M042_PE-1

M044_PE-1

前澤給装工業(株)

○その他
ＰＶチーズ（φ25、50mm、異径含む）

○φ13～25mm
オネジ、メネジ

座付給水栓エルボ（φ13、20mm）

○φ13～25mm

○その他

(株)日邦バルブ M034_PE-1

60°ベンド

ＰＶソケット、ＰＶエルボ

ソケット、分止水栓用ソケット

エルボ、 90°ベンド
チーズ、メータ用ソケット

オネジ 、メネジ
○φ13～50mm

90°ロングベンド、 60°ロングベンド

○その他



No. JO-1

○φ13～50mm

（塩化ビニル管、ポリエチレン管、鋼管用）

ソケット

材料名 ネオＳＫジョイント

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ネオＳＫジョイント ソケット

備考

業 者 名 内 容 承認番号

(株)川西水道機器 M005_JO-1



No. JO-2

業 者 名 内 容 承認番号
ＳＫＸジョイント （φ13～50）

(株)川西水道機器 M005_JO-2

材料名 ＳＫＸジョイント

規格等

備考

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＳＫＸジョイント φ13～50mm 伸縮可撓離脱防止継手

（塩化ビニル管、ポリエチレン管、鋼管、内外面被覆鋼管用）



No. JO-3

ＶＣジョイント（φ75～150mm）[V-KING(s)]
大成機工(株) M025_JO-3

積水化学工業(株)
ＶＣジョイント（φ75～150mm）[VCドレッサー]

M024_JO-3

業 者 名 内 容 承認番号
ＶＣジョイント （φ75～300mm）[SQVC]

コスモ工機(株) M015_JO-3

材料名 ＶＣジョイント

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＶＣジョイントφ75～300mm

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考



No. JO-4

◇水協規格 ―――――

(株)日邦バルブ
φ13～50mm、異形φ20×13mm・φ25×13mm・φ25×20mm

M034_JO-4

業 者 名 内 容 承認番号

(株)タブチ
φ40、50

M027_JO-4

材料名 伸縮メーターユニオン

規格等

備考

◆工業規格 ―――――
○伸縮メーターユニオン
φ13～50mm、異形φ20×13mm・φ25×13mm・φ25×20mm



No. JO-5

材料名 漏水防止金具

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○漏水防止金具 二重防護金具

インロー管ミリメートル管用、インロー管インチ管用

備考

二重防護金具 インロー管ミリメートル管用φ75～600mm
インロー管インチ管用φ3吋～24吋コスモ工機(株)

二重防護金具 インロー管ミリメートル管用φ75～300mm
インロー管インチ管用φ3吋～12吋大成機工(株)

M015_JO-5

M025_JO-5

業 者 名 内 容 承認番号



No. VA-1

宮部鉄工(株)
両フランジ（φ50mm）

M046_VA-1

前澤工業(株)
両フランジ（φ50mm）

M043_VA-1

角田鉄工(株)
両フランジ（φ50mm）

M023_VA-1

幡豆工業(株)
両フランジ（φ50mm）

M037_VA-1

(株)清水合金製作所
両フランジ（φ50mm）

M018_VA-1

(株)清水鐵工所
両フランジ（φ50mm）

M019_VA-1

(株)栗本鐵工所
両フランジ（φ50mm）

M013_VA-1

清水工業(株)
両フランジ（φ50mm）

M017_VA-1

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ
両フランジ（φ50mm）

M010_VA-1

材料名 ソフトシール仕切弁 （両フランジショートタイプ）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｂ １２０
○両フランジショートタイプφ50mm 7.5k（２種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考



No. ＶＡ-2

材料名 ソフトシール仕切弁（Ｋ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 JWWA B 120
○Ｋ形受挿しφ75～300mm 10.0k（３種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
(株)栗本鐵工所 M013_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ M010_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
(株)清水鐵工所 M019_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
(株)清水合金製作所 M018_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
清水工業(株) M017_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
宮部鉄工(株) M046_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
前澤工業(株) M043_VA-2

Ｋ形受挿し（φ75～300mm）
角田鉄工(株) M023_VA-2



No. VA-3

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ
ＮＳ形 両受（φ350mm）
ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M010_VA-3

材料名 ソフトシール仕切弁 （ＮＳ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＮＳ形 両受φ350mm 10.0k（３種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

(株)清水鐵工所
ＮＳ形 両受（φ350mm）
ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M019_VA-3

角田鉄工(株)
ＮＳ形 両受（φ350mm）
ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M023_VA-3

(株)栗本鐵工所
ＮＳ形 両受（φ350mm）

M013_VA-3

(株)清水合金製作所
ＮＳ形 両受（φ350mm）
ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M018_VA-3

前澤工業(株)
ＮＳ形 両受（φ350mm）

M043_VA-3



No. ＶＡ-4

材料名 ソフトシール仕切弁 （ＧＸ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＧＸ形 10.0k（３種）

両受φ75～300mm
受挿しφ75～300mm

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

(株)栗本鐵工所
ＧＸ形両受（φ75～300mm）
ＧＸ形受挿し（φ75～300mm） M013_VA-4

(株)清水合金製作所

ＧＸ形両受（φ75～300mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０
（φ300mmのみ準拠）

ＧＸ形受挿し（φ75～300mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠
M018_VA-4

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ
ＧＸ形両受（φ75～300mm）
ＧＸ形受挿し（φ75～300mm） M010_VA-4

前澤工業(株) M043_VA-4

角田鉄工(株) M023_VA-4

(株)清水鐵工所
ＧＸ形両受（φ75～300mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０
ＧＸ形受挿し（φ75～300mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M019_VA-4

ＧＸ形両受（φ75～250mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０
ＧＸ形受挿し（φ75～250mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠

ＧＸ形両受（φ75～300mm）
ＧＸ形受挿し（φ75～300mm）

宮部鉄工(株)
ＧＸ形両受（φ75～250mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０
ＧＸ形受挿し（φ75～250mm） ＪＷＷＡ Ｂ １２０ 準拠 M046_VA-4



No. VA-5

幡豆工業(株)
フランジ形（φ400～600mm） ２種

M037_VA-5

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ
フランジ形（φ400～600mm） ３種

M010_VA-5

材料名 バタフライ弁 （フランジ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｇ １３８
○フランジ形 φ400～800mm 10.0k（３種）、7.5k（２種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

(株)清水合金製作所
フランジ形（φ400～800mm） ２種

M018_VA-5



No. VA-6

前澤工業(株)
ＮＳ形 両受（φ450～600mm） ２種

M043_VA-6

(株)清水鐵工所
ＮＳ形 両受（φ500～600mm） ２種

M019_VA-6

幡豆工業(株)
ＮＳ形 両受（φ450mm） ２種

M037_VA-6

(株)清水合金製作所
ＮＳ形 両受（φ450～700mm） ２種

M018_VA-6

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ

ＮＳ形両受（φ450～800mm） ３種

M010_VA-6

材料名 バタフライ弁 （ＮＳ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＮＳ形 両受φ450～800mm 10.0k（３種）、7.5k（２種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

(株)栗本鐵工所
ＮＳ形両受（φ450～800mm） ２、３種

M013_VA-6



No. ＶＡ-7

(株)クボタ M010_VA-7

ＧＸ形（φ400mmm）
業 者 名 内 容 承認番号

材料名 バタフライ弁 （ＧＸ形）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＧＸ形 φ400mm 10.0ｋ（３種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考



No. ＶＡ-8

○ダクタイル鋳鉄管用
φ75×75～200×200mm［STCPFP］
φ250×250～500×300mm［STCF/10M］

○硬質塩化ビニル管・鋼管用
φ75×75～150×150mm ［STVFP,STSFP］

○ダクタイル鋳鉄管用・硬質塩化ビニル管・鋼管用
φ75×75～500×300mm ［ヤノＴ字管Ｖ型］

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 割Ｔ字管

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ダクタイル鋳鉄管用 φ75×75～500×300mm バルブ付き
硬質塩化ビニル管・鋼管用 φ75×75～150×150mm バルブ付き

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

コスモ工機(株) M015_VA-8

○ダクタイル鋳鉄管・硬質塩化ビニル管・鋼管用
φ75×75～200×200mm ［エスブンキバルブ］

M025_VA-8

(株)水研

大成機工(株)

M021_VA-8



No. VA-9

○ＮＳ形挿し口 （φ75×75～350×150mm）
[RSTCKS]
[RLKVNS] 耐震ロックバルブ

○Ｋ形挿し口（φ75×75～350×150mm）
[RSTCKS]
[RLKVKS] 耐震ロックバルブ

コスモ工機(株)

業 者 名 内 容 承認番号

M015_VA-9

材料名 耐震型割Ｔ字管

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＮＳ形挿し口（φ75×75～350×150mm）

Ｋ形挿し口（φ75×75～350×150mm）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

大成機工(株)
○ＮＳ形・Ｋ形挿し口 （φ100×75～350×150mm）
[TⅡ-07型] ヤノ・フレックスＴ字管 M025_VA-9



No. VA-10

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 不断水仕切弁

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ダクタイル鋳鉄管用 φ75～450mm
硬質塩化ビニル管用 φ75～150mm
鋼管用 φ75～200mm

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

M015_VA-10

M021_VA-10

M025_VA-10

○ダクタイル鋳鉄管用
φ75～300mm［ヤノストッパーTV-210DS］
φ350～450mm［ヤノストッパーTV-210］

○硬質塩化ビニル管
φ75～150mm［ヤノストッパーTV-210］

大成機工(株)

○ダクタイル鋳鉄管用
φ75～300mm［エスゲートEX］

φ350～400mm［エスゲート］
○硬質塩化ビニル管
φ75～150mm［エスゲート］

○鋼管用
φ75～200mm［エスゲートVP］

(株)水研

○ダクタイル鋳鉄管用
φ75～450mm［P3C］

○硬質塩化ビニル管
φ75～150mm［P3V］

○鋼管用
φ75～200mm［P3S］

コスモ工機(株)



No. VA-11

材料名 サドル付分水栓

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｂ １１７
ＪＷＷＡ Ｂ １３６

○ボール式 サドル付分水栓
ＰＥ用 （取出し口径φ20～25mm）
ＤＩＰ、ＡＣＰ、ＶＰ、ＳＰ用（取出し口径φ20～50mm）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考
※ＶＰ用 φ50×25は除く
※ＰＥ用 規格なし

ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ用（φ40～200mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）

前田バルブ工業(株) M044_VA-11

ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ・ＳＰ用（φ40～150mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）

前澤給装工業(株) M042_VA-11

業 者 名 内 容 承認番号
ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ・ＳＰ用（φ40～200mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）

ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ・ＳＰ用（φ40～150mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）
※JWWA B １３６は準拠

ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ・ＳＰ用（φ40～150mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）

ＤＩＰ用 （φ75～350mm、取出し口径φ20～50mm）
ＶＰ・ＳＰ用（φ40～150mm、取出し口径φ20～50mm）
ＰＥ用（φ50mm、取出し口径φ20～25mm）

M012_VA-11

M027_VA-11

M033_VA-11

(株)タブチ

栗本商事(株)

(株)日邦バルブ M034_VA-11

名古屋バルブ工業(株)



No. VA-12

材料名 消火栓（単口）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○水道用地下式消火栓（単口）φ75mm ステンレスボルト

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

角田鉄工(株)
水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
JWWA B １０３ M023_VA-12

水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
(株)清水合金製作所 M018_VA-12

業 者 名 内 容 承認番号
水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
JWWA B １０３(株)クボタ M010_VA-12

水道用地下式消火栓 単口（φ75mm） 排気弁付き
JWWA B １０３準拠幡豆工業(株) M037_VA-12

水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
JWWA B １０３千代田工業(株) M028_VA-12

水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
JWWA B １０３(株)清水鐵工所 M019_VA-12

富士鉄工(株)
水道用地下式消火栓 単口（φ75mm） 排気弁付き
JWWA B １０３準拠 M040_VA-12

宮部鉄工(株)
水道用地下式消火栓 単口（φ75mm）
JWWA B １０３準拠 M046_VA-12



No. VA-13

材料名 消火栓（浅埋）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○水道用地下式消火栓 （浅埋） φ75mm単口

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

清水工業(株) M017_VA-13

(株)クボタ M010_VA-13

業 者 名 内 容 承認番号

協和工業(株) M008_VA-13
φ75mm単口［S255型］
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠

φ75mm単口［ZE-SM型］

φ75mm単口［キャメル］ 急速空気弁付
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠

φ75mm単口［火消しＡ］
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠幡豆工業(株) M037_VA-13

千代田工業(株) M028_VA-13

角田鉄工(株) M023_VA-13

(株)清水鐵工所 M019_VA-13
φ75mm単口［エポラント］

φ75mm単口［ニューエース型］
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠

φ75mm単口[LLE-3Ⅱ型]
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠

前澤工業(株)
φ75mm単口［ボブハイド］

M043_VA-13

富士鉄工(株)

φ75mm単口［エタンドールⅡ型］
φ75mm単口［エタンドールユニヴァンN５型］ 排気弁付き
φ75mm単口［エタンドールレスピFⅡ型］ 小型急速空気弁付
き

M040_VA-13

宮部鉄工(株)
φ75mm単口［ネクスト］
ＪＷＷＡ Ｂ １０３準拠 M046_VA-13



No. VA-14

角田鉄工(株)

千代田工業(株)
水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６ M028_VA-14

水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６ M023_VA-14

内 容 承認番号

(株)クボタ M010_VA-14

M008_VA-14協和工業(株)

(株)清水鐵工所
水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６ M019_VA-14

材料名 水道用補修弁（ボール式）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト
（φ75×100、150mm、φ100×100、150mm ） 7.5k（２種）

◇ 内面エポキシ樹脂紛体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

宮部鉄工(株) M046_VA-14

前澤工業(株)
水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）

M043_VA-14

清水工業(株)

水道用補修弁 ボールレバー式
（φ75×100、150mm）
JWWA B １２６

M017_VA-14

水道用補修弁 ボールレバー式（φ75×100、150mm）
JWWA B １２６(株)清水合金製作所

幡豆工業(株)

富士鉄工(株)

M018_VA-14

M037_VA-14

M040_VA-14

水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６

水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６

業 者 名
水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６

水道用補修弁 ボールレバー式 （φ75×100、150mm）
JWWA B １２６

水道用補修弁 ボールレバー式（φ75×100、150mm）
JWWA B １２６準拠



No. VA-15

前澤工業(株)

水道用急速空気弁 φ25mm
水道用急速空気弁（浅埋対応）φ75mm

M043_VA-15

宮部鉄工(株)
水道用急速空気弁 φ25、75、100mm

M046_VA-15

幡豆工業(株)
水道用急速空気弁 φ75、100mm
強制排気装置付き M037_VA-15

富士鉄工(株)
水道用急速空気弁φ25、75mm

M040_VA-15

(株)清水鐵工所
水道用急速空気弁 （浅埋対応） φ25、75mm

M019_VA-15

角田鉄工(株)
水道用急速空気弁 φ25、75、100mm
（φ100は規格なし） M023_VA-15

千代田工業(株)
水道用急速空気弁 （浅埋対応） φ25、75mm

M028_VA-15

(株)清水合金製作所
水道用急速空気弁 φ25、75、100mm

M018_VA-15

業 者 名 内 容 承認番号

(株)クボタ

水道用急速空気弁（フランジ付きねじ込み式）φ25mm
水道用急速空気弁（浅埋対応）φ75mm
水道用急速空気弁φ100mm M010_VA-15

材料名 水道用急速空気弁（鋳鉄製）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｂ １３７
○水道用急速空気弁 （鋳鉄製） φ25、75、100mm 7.5k（２種）

◇内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

備考

清水工業(株)
水道用急速空気弁 φ25、75、100mm

M017_VA-15



No. VA-16

材料名 水道用小型急速空気弁（鉛レス青銅製）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠
○小型急速空気弁 （鉛レス青銅製） φ13～25mm

備考

業 者 名 内 容 承認番号
小型急速空気弁 （ φ13～25mm）

(株)日邦バルブ M034_VA-16



No. VA-17

◇水協規格 ―――――

材料名 水道用急速空気弁（カムレバーロック式）

規格等

備考

(株)清水合金製作所
カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型
φ25mm［ラクエア］ M018_VA-17

業 者 名 内 容 承認番号

協和工業(株)

カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型
φ25、75mm［カマンエア］
ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠 M008_VA-17

◇ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２

○カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型 φ25mm 7.5k（２種）
◆工業規格 ―――――

（簡易分解式） φ75mm 7.5ｋ（２種）

カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型
φ25、75mm
ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠前澤工業(株) M043_VA-17



No. VA-18

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 φ250丸型筺（仕切弁・保全弁用）

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ250筺丸型 受枠・蓋FCD600 鉄蓋φ360×30

備考

(株)ダイモン
筺丸型ＦＣＤ600 φ250
仕切弁・保全弁用 M026_VA-18

筺丸型ＦＣＤ600 φ250
仕切弁・保全弁用 M032_VA-18長島鋳物(株)



No. VA-19

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 丸型筺（仕切弁・空気弁用）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ600円形4号 仕切弁・空気弁用

鉄蓋φ600×100 ボルトナットSUS304 受枠FCD600 蓋FCD700

備考

(株)ダイモン
φ600円形4号 仕切弁・空気弁用

M026_VA-19

φ600円形4号 仕切弁・空気弁用
M032_VA-19長島鋳物(株)



No. VA-20

長島鋳物(株)
φ600円形4号 消火栓用

M032_VA-20

クロダイト工業(株)
φ600円形4号 消火栓用

M014_VA-20

φ600円形4号 消火栓用
M022_VA-20

(株)ダイモン
φ600円形4号 消火栓用

M026_VA-20

スズテック(株)

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 岡崎市型丸型筺 （消火栓用）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ600円形4号 消火栓用 鉄蓋600×100 受枠ＦＣＤ600 蓋ＦＣＤ700

ボルト・Ｕナット SUS304

備考



No. VA-21

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 φ250丸型弁室ブロック

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＦＣＤ500 φ250 調整材含む

備考

(株)ダイモン
φ250 調整材含む

M026_VA-21

φ250 調整材含む
M032_VA-21長島鋳物(株)



No. VA-22

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 φ600丸型弁室ブロック

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ＦＣＤ500 φ600 調整材含む

備考

(株)ダイモン
φ600 調整材含む

M026_VA-22

φ600 調整材含む
M032_VA-22長島鋳物(株)



No. VA-23

止水栓ボックス ＦＲＰ（蓋枠：ＦＣＤ）
日之出水道機器(株) M038_VA-23

業 者 名 内 容 承認番号

材料名 止水栓ボックス

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○止水栓ボックス ＦＲＰ（蓋枠：ＦＣＤ）

備考

前澤化成工業(株)
止水栓ボックス ＦＲＰ（蓋枠：ＦＣＤ）

M041_VA-23



No. KYU-1

業 者 名 内 容 承認番号

日之出水道機器(株)

○φ13～25mm
蓋・枠（FCD）、底（FC）

M038_KYU-1

材料名 鋳鉄製メータボックス

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ13～25mm 岡崎市型

ＦＣＤ、蓋裏プレート付き

備考



No. KYU-2

業 者 名 内 容 承認番号

アロン化成(株)

○φ13～20mm
蓋・本体（再生PET材）、底（ABS）

○φ25mm
蓋・本体・底（FRP）

M001_KYU-2

材料名 樹脂製メータボックス

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ13～25mm 岡崎市型
樹脂製、蓋裏プレート付き

備考

日之出水道機器(株)

○φ13～20mm
蓋・枠・底（GFPP：ガラス繊維強化ポリプロピレン）

○φ25mm
蓋・本体（GFPP）、底（ABS）

M038_KYU-2

○φ13～25mm
蓋・枠（FRP）、底（ABS）
樹脂蓋破損交換用（FCD）含む

M041_KYU-2前澤化成工業(株)



No. KYU-3

業 者 名 内 容 承認番号

日之出水道機器(株)

○φ40mm
蓋（FCD）、枠・底（レジンコンクリート）

○φ50～100mm
蓋・枠（FCD）、本体・底（レジンコンクリート）

M038_KYU-3

材料名 大型メーターボックス

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ40～100mm 岡崎市型

備考



No. KYU-4

業 者 名 内 容 承認番号

(株)日邦バルブ
○φ25,40,50mm 樹脂製

蓋（FCD）、枠・底（PDCPD：ポリジシクロペンタジエン） M034_KYU-4

材料名 メーターバイパスユニット

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ25、40、50mm 樹脂製

備考



No. KYU-5

ボール式ジュラハンドル 左止め φ13～25mm

ボール式乙ハンドル付き 左止め φ25mm

ボール式乙ハンドル付き 左止め φ13～25mm

材料名 Ｂ止水栓

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ボール式乙型 止水栓 φ13～25mm
左止め（左閉め）

備考

業 者 名 内 容 承認番号

M027_KYU-5

M034_KYU-5

(株)タブチ
ボール式乙ハンドル付き 左止め φ13～25mm

(株)日邦バルブ

前田バルブ工業(株)

前澤給装工業(株) M042_KYU-5

M044_KYU-5



No. KYU-6

業 者 名 内 容 承認番号

(株)タブチ
ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 φ13～25mm

M027_KYU-6

材料名 丙止水栓

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ボール式蝶ハンドル 止水栓 岡崎市開閉防止機構付 φ13～25mm

備考

M042_KYU-6

M044_KYU-6

(株)日邦バルブ M034_KYU-6

前澤給装工業(株)

前田バルブ工業(株)
ボール式Tハンドル 岡崎市型 φ13～25mm

ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 φ13～25mm

ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 φ13～25mm



No. KYU-7

業 者 名 内 容 承認番号

(株)タブチ
落としコマ式 φ13～25mm

M027_KYU-7

材料名 甲止水栓

規格
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○落としコマ式 止水栓 φ13～25mm

備考



No. KYU-8

業 者 名 内 容 承認番号

前澤給装工業(株)
ボール式 岡崎市型 φ13～25mm

M042_KYU-8

材料名 逆止弁付乙止水栓

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ボール式 止水栓 岡崎市開防機構付 φ13～25mm 左閉め

備考

前田バルブ工業(株)
ボール式 岡崎市型 φ20～25mm

M044_KYU-8



No. KYU-9

落としコマ付きφ40～50mm
ＢＣ丸ハンドル ［伸縮止水栓 メータ器二次側用］

業 者 名 内 容 承認番号

前田バルブ工業(株) M044_KYU-9

材料名 ストップバルブ

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○落としコマ式 止水栓 φ40～50mm

備考



No. KYU-10

業 者 名 内 容 承認番号

(株)タブチ
複式メータボックスクワトロ
φ20×13 M027_KYU-10

材料名 複式メータボックス

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ20×13

備考



No. SO-1

ブッシング入り 合フランジ
鋳鉄製 φ50×50mm(株)日邦バルブ

業 者 名 内 容 承認番号

M034_SO-1

材料名 合フランジ

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○ 50×50mm ブッシング入り

備考



No. SO-2

材料名 ステンレスボルト

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○六角ボルト・ナット M6径～M42 SUS304

ナットのみ焼付固着防止
Ｔ頭ボルト・ナット M16径～M30 SUS304

ナットのみ焼付固着防止

◇水協検査合格品

備考

六角ボルト・ナット M6径～M30径
Ｔ頭ボルト・ナット M16径～M30径
水協検査合格品

(株)巴製作所 M031_SO-2

六角ボルト・ナット M12径～M42径
水協検査合格品

業 者 名 内 容 承認番号

(株)SDC田中 M004_SO-2

岸和田ステンレス(株)
六角ボルト・ナット M12径～M36径
Ｔ頭ボルト・ナット M16径～M30径
水協検査合格品

M050_SO-2

(株) 三笠・鋲螺
六角ボルト・ナット M16径～M30径
水協検査合格品 M045_SO-2



No. SO-3

業 者 名 内 容 承認番号

興和ゴム工業(株)
φ75～250mm
水協検査合格品 M009_SO-3

材料名 フランジパッキン

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○材質ＳＢＲ φ75mm以上

◇水協検査合格品

備考

三報ゴム(株)
φ75～600mm
水協検査合格品 M052_SO-3

(株)城北化工
φ75～600mm
水協検査合格品 M020_SO-3

φ75～600mm
水協検査合格品 M051_SO-3

ヨツギ(株)
φ75～600mm
水協検査合格品 M048_SO-3

(株)山本興産



No. SO-4

Ｌ=20m、幅5cm、3cm
興和ゴム工業(株)

業 者 名 内 容 承認番号

M009_SO-4

材料名 管明示テープ

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○軟質ポリ塩化ビニル樹脂 Ｌ=20m、幅5cm、3cm
地色：青、文字色：白、「上水 布設した西暦」

備考

Ｌ=20m、幅5cm、3cm
M016_SO-4

ヨツギ(株)
Ｌ=20m、幅5cm、3cm

M048_SO-4

サンエス護謨工業(株)



No. SO-5

幅150m 定尺50ｍ、岡崎市仕様

幅150m 定尺50ｍ、岡崎市仕様

業 者 名 内 容 承認番号

M009_SO-5

材料名 管明示シート

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○幅150m 岡崎市仕様、定尺50ｍ、二重折込式 、ポリエチレン製
地色：青、文字色：白、「水道管注意 岡崎市上下水道局の立会を求めて下さい。」

備考

M016_SO-5

ヨツギ(株)
幅150m 定尺50ｍ、岡崎市仕様

M048_SO-5

M030_SO-5
幅150m 定尺50ｍ、岡崎市仕様

興和ゴム工業(株)

サンエス護謨工業(株)

東洋平成ポリマー(株)



No. SO-6

業 者 名 内 容 承認番号

フジテコム(株)
型式 [MK-1W]

M039_SO-6

材料名 マーカーピン

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○岡崎市仕様
岡崎市上下水道局「近くに水道管が埋設されています。発見された方は上下水道局まで連絡してくださ

い。」

備考



No. SO-7

業 者 名 内 容 承認番号

(株)タブチ
密着銅コアφ20～50mm
密着ステンレスコアφ20～50mm M027_SO-7

材料名 サドル分水栓用密着形コア

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○サドル分水栓用 密着形銅コア、密着ステンレスコア φ20～50mm

備考

(株)日邦バルブ
密着ステンレスコアφ20～50mm

M034_SO-7

密着銅コアφ20～50mm
M042_SO-7前澤給装工業(株)



No. SO-8

大成機工(株)
ＤＩＰ・鋼管用（φ75、100、150）

M025_SO-8

業 者 名 内 容 承認番号

コスモ工機(株)
ＤＩＰ・鋼管用（φ75、100、150）

M015_SO-8

材料名 割Ｔ字管用密着形コア

規格等
◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○割Ｔ字管用ステンレス製 ダクタイル鋳鉄管・鋼管用

備考



No. SO-9

業 者 名 内 容 承認番号

(株)ティーム
φ30×300L、φ30×500L、φ30×700L、φ30×1000L

M029_SO-9

材料名 中間軸

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○FCD製一体型
２方固定式 つば付 ビーズ反射板付き

備考



No. SO-10

業 者 名 内 容 承認番号

(株)日邦バルブ
修繕材料

M034_SO-10

材料名 修理用クランプ

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ13～800ｍｍ 修繕材料

備考



No. SO-11

業 者 名 内 容 承認番号

(株)水研
修繕材料

M021_SO-11

材料名 異種管継手（オールフィッツ）

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ75～600ｍｍ 修繕材料

備考



No. SO-12

三報ゴム(株) M052_SO-12

ヨツギ(株)
φ75～600ｍｍ

M048_SO-12

(株)山本興産

φ75～600ｍｍ

M051_SO-12
φ75～600ｍｍ

業 者 名 内 容 承認番号

(株)城北加工
φ75～600ｍｍ

M020_SO-12

材料名 GFガスケット１号

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
○φ75～600ｍｍ

備考



No. SO-13

材料名 フクロジョイント

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
鋳鉄管受口用φ75～600mm 修繕材料
塩ビ管用 ソケットφ40、50、75、100、150mm チーズ φ40×40～φ150×150mm エルボφ40～
100mm ポリ管用φ50mm

備考

大成機工(株)
修繕材料

業 者 名 内 容 承認番号

コスモ工機(株)
修繕材料
（鋳鉄管受口用φ400以下のみ） M015_SO-13

M025_SO-13



No. SO-14

業 者 名 内 容 承認番号

大成機工(株)
修繕材料

M025_SO-14

材料名 ヤノジョイント

規格等

◆工業規格 ――――― ◇水協規格 ―――――
鋳鉄管直管部用φ75～600ｍｍ 修繕材料

備考


