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ＲＫＬＡ継手  39  株式会社リケン  ＲＫＬＡ継手
ＲＧ継手  65  古林工業株式会社  ＲＧ継手
ＲＣＦ－ＭＫ  34  株式会社リケン  埋設用コア内蔵型継手（ＲＣＦ－ＭＫ）
ＲＣＦ－Ｋ  30  株式会社リケン  コア内蔵型継手（ＲＣＦ－Ｋ）
ＲＣＬＡ継手  39  株式会社リケン  ＲＣＬＡ継手
Ｒ-0  50  株式会社リケン  トップジョイント
Ｒ-0Ⅱ  50  株式会社リケン  トップジョイント
アーロンテープ  279    アーロンテープ
合フランジ  63  ＪＦＥ継手株式会社  鋳物合フランジ（ダクタイル）
赤マーク鋼管（ネジ無・ネジ付）  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
赤マーク鋼管（ネジ無・ネジ付）  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
アキレスジョイント  272  アキレス株式会社  アキレスジョイント
アクチュエーター付バルブ  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
アクロスジョイント  147  フネンアクロス株式会社  アクロスジョイントシリーズ（ＸＪ・ＸＭ）
アセトン  280  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷ継手・工具関連（アセトン）
圧着ソケット  66  児玉工業株式会社  圧着ソケット
圧力計  258 ～259  山本計器製造株式会社  圧力計・温度計
圧力計付属品  271  株式会社佐藤商店  砲金コック・継手類
圧力配管用鋼管製溶接式管継手  58 ～61  淡路マテリア・㈱ベンカン機工  圧力配管用鋼管製溶接式管継手
圧力配管用炭素鋼鋼管  13  ＪＦＥスチール㈱  圧力配管用炭素鋼鋼管
アロンマス  130 ～137  アロン化成株式会社  塩ビ製小口径排水マス
アンカー類  251    アンカー類
アングル（等辺山形鋼）  279    鋼材
安全弁  207 ～208  株式会社ベン  安全弁

ＥＬＰ-ＮＴＡ鋼管  14  日本製鉄株式会社  排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管
ＥＰＤＭパッキン  243    EPDM全パッキン
一次圧力調整弁（消防認定品）  206  株式会社ベン  消火設備用一次圧力調整弁
鋳物合フランジ  63  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナガセ  鋳物合フランジ（ダクタイル）
インサート類  251  株式会社三門  インサート類
インバートマス  130 ～137  アロン化成株式会社  塩ビ製小口径排水マス

ウォーターベスト  229  株式会社東栄工業  ウォーターベスト
受口付耐火パイプ  144  フネンアクロス株式会社 
受口付耐火パイプ  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野受口付耐火パイプ
ウレタンリング  256  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  ウレタンＡＧ・ＭＳ・ＵＰ／ＥＰ
ヴィクロック  52  日本ヴィクトリック株式会社  ヴィクトリックジョイント

エア抜弁  195  株式会社ヨシタケ  特殊バルブ（エア抜弁他）
エア抜弁  213  株式会社ベン  空気抜弁
ＡＣドレンパイプ・継手  127  積水化学工業株式会社  ＡＣドレンパイプ・継手
エコボールバルブ  166  株式会社キッツ  エコボールバルブ
ＳＡジョイント  68  日管工業株式会社  ＳＡジョイント
ＳＧＰ  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管
ＳＧＰ－ＰＢ・ＰＤ  14  ＪＦＥスチール株式会社  水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ＳＧＰ－ＶＡ・ＶＢ・ＶＤ  14  ＪＦＥスチール株式会社  硬質塩化ビニールライニング鋼管
ＳＧＰ－ＶＳ  15  ＪＦＥスチール㈱・㈱協成  消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管（ＶＳ）
Ｓボールバルブ  165  株式会社キッツ  Ｓボールバルブ
エスロハイパーＡＷ継手（30・40・50）かんたんクランプ  122  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷ継手（30・40・50）かんたんクランプ
エスロハイパーＡＷＨＰパイプ・継手  126  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷＨＰパイプ・継手
エスロハイパーＡＷパイプ・継手  120 ～121  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手
エスロハイパーＡＷパイプ・継手（高圧消火用）  125  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手（高圧消火用）
エスロハイパーＡＷパイプ・継手（消火用）  124  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手（消火用）
ＳＷＴ  68  ＪＦＥ継手株式会社  溶接枝ネジチーＳＷＴ
ＨＩインサート継手  116  積水化学工業㈱・前澤化成工業㈱  その他ＨＩ継手
ＨＩ継手  114  積水化学工業株式会社  ＨＩ継手
ＨＩパイプ  112  日本プラスチック工業㈱  耐衝撃性塩化ビニールパイプ
ＨＩパイプ  114  積水化学工業株式会社  耐衝撃性塩化ビニールパイプ
ＨＴ継手  115  積水化学工業株式会社  ＨＴ継手
ＨＴパイプ  115  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩化ビニールパイプ
ＨＴフランジ  116  積水化学工業株式会社  ＨＴフランジ
ＨＴＬＰパイプ  15  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩ビライニング鋼管（HTLP）
ＨＴＬＰ継手  36  積水化学工業株式会社  エスロンＵＸ継手（ＨＴＬＰ継手）
ＨＴＤＶ継手  129  株式会社クボタケミックス  クボタＨＴＤＶ継手
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ＨＴＤＶ継手  129  アロン化成株式会社  アロンＨＴＤＶ継手
ＨＢゴールド  45  シーケー金属株式会社  ＨＢゴールド（ＨＢＧ）
ＦＸ－ＬＡ  65  株式会社リケン  ＦＸ－ＬＡ
ＦＭバルブ（定水位弁）  194  株式会社ＦＭバルブ製作所  ＦＭバルブ各種
ＦＬＰ-ＰＡ・ＰＢ・ＰＤ  14  日本製鉄株式会社  水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ＦＫ継手  47  株式会社リケン  ＦＫ継手
ＦＫ透明ＺＤ  44  株式会社リケン  ＦＫ透明ＺＤ（ＦＫＧＺＤ）
ＦＫ透明20ＫＺＤ  44  株式会社リケン  ＦＫ透明20ＫＺＤ（20ＫＦＫＧＺＤ）
ＦＣバルブ（一般弁・ｳｴﾊﾁｬｯｷ）  168  株式会社キッツ  鋳鉄バルブ（一般弁・ウエハチャッキ）
ＦＣバルブ（一般弁・ｳｲﾝｸﾞﾁｬｯｷ）  188  東洋バルヴ株式会社  鋳鉄バルブ
ＦＣボールバルブ  169  株式会社キッツ  鋳鉄ボールバルブ
ＦＤＰテープ・ボンド  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  ＦＤＰテープ・ボンド
ＦＶバルブ（定水位弁）  209  株式会社ベン  ＦＶバルブ（定水位弁）
ＭＲジョイント  81  株式会社リケン  ＭＲジョイントⅡ・ＭＲＬＡ
Ｍ型銅管  100  ㈱コベルコマテリアル銅管・ＮＪＴ銅管㈱  Ｍ型銅管
ＭＤ-ＮＣジョイント  72  ダイドレ株式会社  耐熱･耐食ナイロンコーテイングＭＤ継手
ＭＤジョイント  70 ～71  ダイドレ株式会社  排水鋼管用可とう継手
ＭＤジョイント  73  日立金属株式会社  排水鋼管用可とう継手
ＬＡカップリング  38 ～39  株式会社リケン  ＬＡカップリング
ＬＡ用部品  40  株式会社リケン  ＬＡ用部品
ＬＳコネクター  269  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手・可とう継手・防振材
ＬＸ継手  33  積水化学工業株式会社  エスロコートLX継手
Ｌ型銅管  100  ㈱コベルコマテリアル銅管・ＮＪＴ銅管㈱  Ｌ型銅管
エルボフレックス  269  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手・可とう継手・防振材
塩化ビニール管用接着剤  119  積水化学工業株式会社  塩化ビニール管用接着剤
塩化ビニール製フランジ  116    塩化ビニール製フランジ
塩化ビニール継手（ＨＩ）  114  積水化学工業株式会社  ＨＩ継手
塩化ビニール継手（ＨＴ）  115  積水化学工業株式会社  ＨＴ継手
塩化ビニール継手（ＴＳ）  110  積水化学工業株式会社  水道用塩化ビニール継手（ＴＳ）
塩化ビニール継手（ＤＶ）  111  積水化学工業株式会社  排水用塩化ビニール継手（ＤＶ）
塩化ビニール継手（透明ＤＶ）  114  積水化学工業株式会社  エスロン透明ＤＶ継手
塩化ビニールパイプ（ＨＩ）  114  積水化学工業株式会社  耐衝撃性塩化ビニールパイプ
塩化ビニールパイプ（ＨＴ）  115  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩化ビニールパイプ
塩化ビニールパイプ（ＶＰ）  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＰ）
塩化ビニールパイプ（ＨＩ）  112  日本プラスチック工業㈱  耐衝撃性塩化ビニールパイプ
塩化ビニールパイプ（ＶＰ）  112  日本プラスチック工業㈱  塩化ビニールパイプ（ＶＰ）
塩化ビニールパイプ（ＶＵ）  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＵ）
塩化ビニールパイプ（ＶＵ）  112  日本プラスチック工業㈱  塩化ビニールパイプ（ＶＵ）
塩化ビニールライニング鋼管  14  ＪＦＥスチール株式会社  硬質塩化ビニールライニング鋼管
塩化ビニールパイプ（有孔管）  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（有孔管）
塩化ビニールパイプ（有孔管）  112  日本プラスチック工業㈱  塩化ビニールパイプ（有孔管）
鉛管  279  ヨシザワＬＡ株式会社  排水用鉛管
鉛管アダプター  145  フネンアクロス株式会社  フネン鉛管アダプター継手
鉛管関連  279    プラスタン他
塩ビカッター  281    消耗品・雑品等（塩ビカッター）
塩ビ管継手付バルブ  162  株式会社キッツ  エンジョイントバルブ
塩ビ管継手付バルブ  185  東洋バルヴ株式会社  青銅ソケット形バルブ（えん結び）
塩ビ製小口径排水マス  130 ～137  アロン化成株式会社  塩ビ製小口径排水マス
塩ビ特殊継手  118  前澤化成工業株式会社  塩ビ特殊継手
塩ビ特殊継手  130 ～137  アロン化成株式会社  ＣＵ継手シリーズ
塩ビバルブ  228  前澤化成工業株式会社  塩ビバルブ
塩ビバルブ  229  旭有機材株式会社  塩ビ（Ｕ－ＰＶＣ・ＨＩ－ＰＶＣ製）バルブ
えん結び  185  東洋バルヴ株式会社  青銅ソケット形バルブ（えん結び）

オイルストレーナー  224  株式会社深井製作所  オイルストレーナー
黄銅バルブ  184  東洋バルヴ株式会社  黄銅バルブ（一般弁・ボールバルブ）
おっぞんくん  103  東尾メック株式会社  火無し工法・冷媒用銅管継手
音ふうじ  146  フネンアクロス株式会社  戸建用防音排水管　音ふうじ
温圧力計  258 ～259  山本計器製造株式会社  温圧力計
温圧力計  260  ネステック株式会社  温圧力計
温水メーター  264  愛知時計電機株式会社  水道メーター・温水メーター
温度計  258 ～259  山本計器製造株式会社  圧力計・温度計
温度調整弁  210  株式会社ベン  温度調整弁
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カイザーフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
拡管ゴム  280    工具関連（サスフィッター拡管ゴム）
加工費  16 ～17    加工費
ガス管  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管
ガス管  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管
ガス配管用防食継手  37  ＪＦＥ継手株式会社  ＰＬＳ継手
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管ＰＬＶ  15  ＪＦＥ継手株式会社  ガス用（硬質塩ビＰＬＶ）被覆鋼管
ガス用ポリエチレン被覆鋼管ＰＬＳ  15  ＪＦＥ継手株式会社  ガス用（ポリエチレンＰＬＳ）被覆鋼管
カッター  281    消耗品・雑品等（カッター）
かんたんクランプ  120 ～122  積水化学工業株式会社  かんたんクランプ
管端防食継手(ＲＣＦ－Ｋ)  30  株式会社リケン  コア内蔵型継手（ＲＣＦ－Ｋ）
管端防食継手（ＰＱＷ－Ｋ）  31  日立金属株式会社  コア内蔵型継手（ＰＱＷ－Ｋ）
管端防食継手(ＣＫコア）  32  シーケー金属株式会社  コア内蔵型継手（ＣＫコアコート）
管端防食継手(ＬＸ）  33  積水化学工業株式会社  エスロコートLX継手
管端防食継手埋設用(RCF-MK)  34  株式会社リケン  埋設用コア内蔵型継手（ＲＣＦ－ＭＫ）
管端防食継手埋設用(PCPQK)  35  日立金属株式会社  埋設用コア内蔵型継手（ＰＣＰＱＫ）
管端防食ＢＣバルブ  167  株式会社キッツ  コアコートバルブ（鉛レス）
管端防食ＢＣバルブ  187  東洋バルヴ株式会社  コアタイトバルブ（無鉛くん）
カンナ  280    工具関連（エルメックスカンナ）

キーロンＶＦ継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ継手
キーロンＶＦ２０Ｋ継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ２０Ｋ継手
逆止弁  214  株式会社ベン  逆止弁
給水管  273    水道・衛生器具（両ネジ給水管）
給湯用耐熱硬質塩化ビニール鋼管  15  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩ビライニング鋼管（HTLP）
給湯用耐熱硬質塩ビ鋼管用継手  36  積水化学工業株式会社  エスロンＵＸ継手（ＨＴＬＰ継手）
吸排気弁  214  株式会社ベン  吸排気弁
緊急遮断弁  221  株式会社ベン  電磁緊急遮断弁

空気抜弁  195  株式会社ヨシタケ  特殊バルブ（エア抜弁他）
空気抜弁  213  株式会社ベン  空気抜弁
空調ドレンＤＡ  117  東栄管機株式会社  空調ドレンＤＡ
空調ドレン用耐火二層管  145  フネンアクロス株式会社  小口径フネンパイプ・継手
空調ドレン用耐火二層管  151  ㈱エーアンドエーマテリアル  空調ドレン用浅野耐火パイプ・継手メジフリー
クウチョウハイパーＣＨパイプ・継手  123  積水化学工業株式会社  クウチョウハイパーＣＨハイパー・継手
組フランジ用ボルトナット  40  株式会社リケン  コマシールＷ・コートスプレー（グレー）
クラフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
クリーンフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
栗本白蝶弁  224  株式会社栗本鐵工所  栗本白蝶弁
グルービングマシン  52    グルーブ継手用溝付機
グルービング加工  16 ～17    加工費（グルービング加工）
黒ガス管（ネジ無）  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管（黒ナシ）
黒ガス管（ネジ無）  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管（黒ナシ）

ＫＬ継手  147  フネンアクロス株式会社  アクロスジョイントシリーズ（ＸＪ・ＸＭ）
ＫＫベスト  96  東尾メック株式会社  ＫＫベスト
ＫＫベスト継手付バルブ  186  東洋バルヴ株式会社  ステンレス鋼バルブ（継手付）
ＫＣＰジョイント  139  株式会社キッツ  ポリエチレン管用金属継手
ＫＤジョイント  70 ～71  ダイドレ株式会社  排水鋼管用可とう継手
ケルモ電動ボールバルブ  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
減圧弁  204 ～205  株式会社ベン  特殊バルブ（減圧弁・安全弁他）
減圧弁（消防認定品）  206  株式会社ベン  消火設備用減圧弁

コアコートバルブ  167  株式会社キッツ  コアコートバルブ（鉛レス）
コアジョイント  156  株式会社小島製作所  システムジョイント（コア継手）
コアタイトバルブ  187  東洋バルヴ株式会社  コアタイトバルブ（無鉛くん）
コア内蔵型継手（ＰＱＷ－Ｋ）  31  日立金属株式会社  コア内蔵型継手（ＰＱＷ－Ｋ）
コア内蔵型継手（ＲＣＦ－Ｋ）  30  株式会社リケン  コア内蔵型継手（ＲＣＦ－Ｋ）
コア内蔵型継手（ＣＫコア）  32  シーケー金属株式会社  コア内蔵型継手（ＣＫコアコート）
コア内蔵型継手(ＬＸ）  33  積水化学工業株式会社  エスロコートLX継手
コアリングバルブ  199  株式会社大和バルブ  青銅バルブ（コアリング）
高圧用鋼管(SCH40/SCH80)  13  ＪＦＥスチール㈱  圧力配管用炭素鋼鋼管
高圧用　溶接継手  58 ～61  淡路マテリア・㈱ベンカン機工  圧力配管用鋼管製溶接式管継手
高圧力鍛造継手  64  株式会社梅沢製作所  高圧力鍛造継手
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鋼管製溶接式管継手（キャップ）  57  淡路マテリア・㈱ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（キャップ）
鋼管製溶接式管継手（黒）  56 ～57  淡路マテリア・㈱ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（黒）
鋼管製溶接式管継手（白）  54 ～55  淡路マテリア・㈱ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（白）
鋼材  279    鋼材
格子網  239  伊藤鉄工株式会社  排水金具・マンホール他
コート合フランジ  63  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナガセ  鋳物合フランジ（ダクタイル）
コートスプレー（グレー）  40  株式会社リケン  コマシールＷ・コートスプレー（グレー）
コマコート継手  24 ～25  株式会社リケン  ねじ込み式管継手（コート）
コマシールＷ  40  株式会社リケン  コマシールＷ・コートスプレー（グレー）
ゴムフレキ類  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
コン柱（レジコン製）  278    コン柱(レジコン製）
コンパネ  281    消耗品・雑品等（コンパネ）

サドル継手  48  株式会社リケン  溶接サドル
サドル継手  48  株式会社神港製作所  溶接サドル
サイホン（丸・Ｕ）  271    砲金コック・継手類
サイレンサ  211  株式会社ベン  サイレンサ
ＳＵＳ３０４ステンレス厚肉鋼管  78  日鉄ステンレス鋼管株式会社  配管用ステンレス鋼管(JIS-G3459)
ＳＵＳ３０４ステンレス薄肉鋼管  76  日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS304)
ＳＵＳ３１６ステンレス薄肉鋼管  76  日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS316)
サストップシステム  81  株式会社リケン  サストップシステム
サスフィット  80  株式会社リケン  サスフィット
ＳＵＳプレス  87  シーケー金属株式会社  ＣＫＳＵＳプレス
雑品  281    消耗品・雑品等
サビ止め材  281    消耗品・雑品等（グレー錆止 缶･スプレー）
サンリーゴム  273  株式会社三栄商会  水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント

ＧＲ－ＬＡ  65  株式会社リケン  ＧＲ－ＬＡ
ＣＨ－ＬＡ  65  株式会社リケン  ＣＨ－ＬＡ
Ｃ型アクチュエーター付バルブ  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
ＧＷＬ  68  ＪＦＥ継手株式会社  溶接片グルーブＧＷＬ
ＣＤジョイント  73  日立金属株式会社  排水鋼管用可とう継手
Ｃ－ＶＡ  15  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩ビライニング鋼管（HTLP）
シームレス鋼管(SCH40/SCH80)  13  ＪＦＥスチール㈱  圧力配管用炭素鋼鋼管
ＣＵ継手  130 ～137  アロン化成株式会社  ＣＵ継手シリーズ
シール付合フランジ  63  ＪＦＥ継手株式会社  10ＫＰＳフランジ
シール付ステンレス継手  91  株式会社リケン  ＺＤＳＵＳ継手
シール付継手  26 ～27  株式会社リケン  リケン白ＺＤ継手
シール付継手  28 ～29  ＪＦＥ継手株式会社  白ＰＳ継手
シールテープ・ゴムシート  276    シールテープ・ゴムシート
ＪＬＰ－ＶＡ・ＶＢ・ＶＤ  14  ＪＦＥスチール株式会社  硬質塩化ビニールライニング鋼管
ＪＫワイパー  280  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷ継手・工具関連（ＪＫワイパー）
支持金具類  244 ～247  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  配管用支持金具
システムジョイント（コア継手）  156  株式会社小島製作所  システムジョイント（コア継手）
自動操作バルブ  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
市販継手  22 ～23  株式会社リケン・シーケー金属株式会社  ねじ込み式管継手（白・黒）
遮音システム  145・146 フネンアクロス株式会社  フネン遮音システムＮ
集合管  154  株式会社クボタケミックス  クボタケミックス　排水集合管
樹脂サドル  248  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  樹脂サドル
樹脂製バルブ  228  前澤化成工業株式会社  塩ビバルブ
樹脂製バルブ  229  旭有機材株式会社  塩ビバルブ
消火設備配管用外面被覆継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ継手
消火設備配管用外面被覆継手  47  株式会社リケン  ＦＫ継手
消火設備配管用外面被覆継手  47  シーケー金属株式会社  ＰＣＶＦ継手
消火設備配管用外面被覆２０Ｋ継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ２０Ｋ継手
消火設備配管用外面被覆２０Ｋ継手  47  株式会社リケン  ＦＫ20Ｋ継手
消火設備配管用外面被覆２０Ｋ継手  47  シーケー金属株式会社  ＰＣＨＢ継手
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管  15  ＪＦＥスチール㈱・㈱協成  消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管（ＶＳ）
消火用巻出しフレキ  94  ㈱昭和螺旋管製作所  消火用巻出しフレキ
消火用巻出しフレキ  96  株式会社テクノフレックス  消火用巻出しフレキ
小口径フネンパイプ・継手  145  フネンアクロス株式会社  小口径フネンパイプ・継手
上水フランジ  63  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナガセ  鋳物合フランジ（ダクタイル）
消防認定ダクタイルバルブ  190  東洋バルヴ株式会社  消防認定バルブ
消防認定バタフライバルブ他  171  株式会社キッツ  消防認定バルブ
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消防認定バタフライバルブ他  190  東洋バルヴ株式会社  消防認定バルブ
消防認定バルブ  203  株式会社大和バルブ  消防認定バルブ
消耗品・雑品等  281    消耗品・雑品等
白ガス管（ネジ無・ネジ付）  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管（白ナシ・白付）
白ガス管（ネジ無・ネジ付）  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管（白ナシ・白付）
白ガス管寸法切断品  18   
白品多口継手  23  株式会社リケン  白品多口継手
白品多口継手（ＺＤ）  27  株式会社リケン  白品多口継手（ＺＤ）
白トップジョイント  50  株式会社リケン  トップジョイント（白トップフィッテイング）

水撃防止器  206  株式会社ベン  水撃防止器ショックレス
水道メーター  262 ～263  アズビル金門株式会社  水道メーター
水道メーター  264  愛知時計電機株式会社  水道メーター・温水メーター
水道用塩化ビニール継手  110  積水化学工業株式会社  水道用塩化ビニール継手（ＴＳ）
水道用塩化ビニールパイプ  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＰ）
水道用耐震型高性能ポリエチレン管  120 ～121  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手
水道用耐震型高性能ポリエチレン管（消火用）  124  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手（消火用）
水道用ダブルメッキ鋼管  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
水道用ダブルメッキ鋼管  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
水道用ポリエチレンパイプ軟質管  110・136 日本プラスチック工業㈱  水道用ポリエチレン二層管
水道用ポリ粉体ライニング鋼管  14  ＪＦＥスチール株式会社  水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
スケジュール鋼管(SCH40/SCH80)  13  ＪＦＥスチール㈱  圧力配管用炭素鋼鋼管
スチームトラップ  112  株式会社ベン  スチームトラップ
ステンレス薄肉管用拡管式継手  80  株式会社リケン  サスフィット
ステンレス薄肉管用拡管式継手  82 ～84  オーエヌ工業株式会社  ナイスジョイント
ステンレス薄肉管用拡管式継手  85  日立金属株式会社  Ｚｌｏｋ
ステンレス薄肉管用カシメ式継手  86  株式会社ベンカン  モルコジョイント
ステンレス薄肉管用転造ねじ式継手  88  東尾メック株式会社  そろばん継手
ステンレス薄肉管用袋ナット式継手  81  株式会社リケン  ＭＲジョイントⅡ・ＭＲＬＡ
ステンレス屋内配管用薄肉鋼管  76  株式会社ベンカン・日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS304)
ステンレス鋼バルブ（継手付）  186  東洋バルヴ株式会社  ステンレス鋼バルブ（継手付）
ステンレス製支持金具  254  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  ステンレス製支持金具
ステンレス製突き合わせ溶接継手  89  株式会社ベンカン機工  ステンレス製突き合わせ溶接継手
ステンレス製ねじ込み管継手  90  株式会社ナゴヤ  ステンレス製ねじ込み管継手
ステンレス製ねじ込み管継手  92 ～93  株式会社キッツ  ステンレス製ねじ込み管継手
ステンレス製ねじ込み管継手シール付  91  株式会社リケン  ＺＤＳＵＳ継手
ステンレス製ねじ込みフランジ  97  イノック株式会社  ステンレス製溶接・ねじ込みフランジ
ステンレス製ねじ込みフランジ  97  株式会社ナゴヤ  ステンレス製ねじ込みフランジ
ステンレス製溶接フランジ  97  イノック株式会社  ステンレス製溶接・ねじ込みフランジ
ステンレスダクト・接手  275  株式会社栗本鐵工所  ステンレスダクト・接手
ステンレス長ニップル  90  株式会社ナゴヤ  ステンレス長ニップル
ステンレスねじ切・溶接用鋼管  77  日鉄ステンレス鋼管株式会社  配管用ステンレス鋼管(JIS-G3459)
ステンレスバルブＢシリーズ  174 ～175  株式会社キッツ  ステンレスバルブＢシリーズ
ステンレスバルブ  193  東洋バルヴ株式会社  ステンレスバルブ
ステンレスバルブ（ネジ）  202  株式会社大和バルブ  ステンレスバルブ（ネジ）
ステンレスバルブ（フランジ）  202  株式会社大和バルブ  ステンレスバルブ（フランジ）
ステンレスフレキ  266  株式会社テクノフレックス  ステンレスフレキ
ステンレスフレキ  267  ゼンシン株式会社  ステンレスフレキ
ステンレスボールバルブ  176  株式会社キッツ  ステンレスボールバルブ
ステンレスボールバルブ  193  東洋バルヴ株式会社  ステンレスバルブ
ステンレスボルト・ナット類  243    ステンレスボルト・ナット類
ステンレス埋設配管用薄肉鋼管  76  日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS316)
ストラブカップリング  67  ショーボンドマテリアル㈱  ストラブカップリング
ストレーナー  216 ～217  株式会社ベン  ストレーナー
砂  279    砂（川砂）
スパイラルダクト  274  株式会社栗本鐵工所  亜鉛めっきスパイラルダクト
スモレンスキチャッキバルブ  225  株式会社イシザキ  スモレンスキチャッキバルブ
寸法切断  16 ～17    加工費（寸法切断）

青黄銅バルブ  160 ～161  株式会社キッツ  青黄銅バルブ
青黄銅バルブ  182 ～183  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ・黄銅バルブ（一般・ボールバルブ）
青黄銅ボールバルブ  163 ～164  株式会社キッツ  青黄銅ボールバルブ
青銅・黄銅バルブ  198 ～199  株式会社大和バルブ  青銅・黄銅バルブ
青銅・黄銅バルブ（ボールバルブ他）  199  株式会社大和バルブ  青銅・黄銅バルブ（ボールバルブ他）

2021.06.18
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青銅ソケット形バルブ  185  東洋バルヴ株式会社  青銅ソケット形バルブ（えん結び）
青銅バルブ  182 ～183  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ（一般弁・ボールバルブ）
青銅バルブ  198  株式会社大和バルブ  青銅バルブ（鉛レス）
青銅バルブ（鉛レス）  162  株式会社キッツ  青銅バルブ（鉛レス）
青銅バルブ（鉛レス）  185  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ（無鉛くん）
セグメントボールバルブ  227  日立金属株式会社  セグメントボールバルブ
絶縁セットフランジ  102  株式会社多久製作所・NJT銅管株式会社  絶縁セットフランジ
絶縁ボルト・ナット  255  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  絶縁ボルト・ナット
絶縁ユニオン  101  株式会社多久製作所  絶縁ユニオン
接着剤  119  積水化学工業株式会社  塩化ビニール管用接着剤
鉄ソケット  49  株式会社ナゴヤ  ナゴヤパイプニップル（規格品鉄ソケット）
ＺＤＳＵＳ継手  91  株式会社リケン  ＺＤＳＵＳ継手
ＺＤ継手  26 ～27  株式会社リケン  リケン白ＺＤ継手
ＺＤＦＫ透明  44  株式会社リケン  ＦＫ透明ＺＤ（ＦＫＧＺＤ）
ＺＤＦＫ20K透明  44  株式会社リケン  ＦＫ透明20ＫＺＤ（20ＫＦＫＧＺＤ）
ＺＤＴ-1  50  株式会社リケン  白ＺＤＴ-1
ＺＤ20K  44  株式会社リケン  白ＺＤ20K継手
Ｚｌｏｋ  85  日立金属株式会社  Ｚｌｏｋ
セメント  279    セメント
全ネジ・ステンレス全ネジ  255  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  白/ＳＵＳ全ネジ・ロットソケット

掃除口（内ネジ・外ネジ・VPVU用）  273  株式会社三栄商会  水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント
掃除口付耐火継手  151  ㈱エーアンドエーマテリアル  掃除口付耐火二層継手
ソフレックスＡＱ  68  日立金属株式会社  ソフレックスＡＱ
ソルダー継手  102  株式会社多久製作所  ソルダー継手
ソルダーフラックス  101  株式会社多久製作所  ソルダーフラックス
ソルダーワイヤー  101  株式会社多久製作所  ソルダーワイヤー
そろばん継手  88  東尾メック株式会社  そろばん継手
そろばん継手付バルブ  186  東洋バルヴ株式会社  ステンレス鋼バルブ（継手付）

耐火集合管  152  ㈱エーアンドエーマテリアル  単管式排水継手
耐火ＤＶ遮音継手  129  積水化学工業株式会社  エスロン耐火ＤＶ遮音継手
耐火二層管  144  フネンアクロス株式会社  排水用フネンパイプ
耐火二層管  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野耐火パイプ・直管
耐火二層管継手  144  フネンアクロス株式会社  フネン継手
耐火二層管・継手耐熱用  151  ㈱エーアンドエーマテリアル  耐熱用浅野耐火パイプ・継手メジフリー
耐火二層管・継手ドレン用  145  フネンアクロス株式会社  小口径フネンパイプ・継手
耐火二層管・継手ドレン用  151  ㈱エーアンドエーマテリアル  空調ドレン用浅野耐パイプ・継手メジフリー
耐火二層管継手メジフリー  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野耐火パイプ継手メジフリー
耐火パイプ継手  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  耐火パイプ継手
耐火ＶＰパイプ・耐火ＤＶ継手  128  積水化学工業株式会社  エスロン耐火ＶＰパイプ・耐火ＤＶ継手
大口径フネン継手  148  フネンアクロス株式会社  フネン大口径継手
大口径フネンパイプ  148  フネンアクロス株式会社  フネン大口径パイプ
耐衝撃性塩化ビニール継手  114  積水化学工業株式会社  ＨＩ継手
耐衝撃性塩化ビニールパイプ  114  積水化学工業株式会社  耐衝撃性塩化ビニールパイプ
耐熱管・継手  145  フネンアクロス株式会社  フネン耐熱管・継手
耐熱硬質塩ビライニング鋼管継手  36  積水化学工業株式会社  エスロンＵＸ継手（ＨＴＬＰ継手）
耐熱性塩化ビニール継手  115  積水化学工業株式会社  ＨＴ継手
耐熱性塩化ビニールパイプ  115  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩化ビニールパイプ
耐熱性硬質塩化ビニール鋼管  15  積水化学工業株式会社  耐熱性硬質塩化ビニール鋼管
耐熱用耐火二層管  145  フネンアクロス株式会社  フネン耐熱管
ダイレクト弁  201  株式会社大和バルブ  ダイレクト弁
タオルウエス  281    消耗品・雑品等（タオルウエス）
多口継手  23  株式会社リケン  白品多口継手
多口継手（ＺＤ）  27  株式会社リケン  白品多口継手（ＺＤ）
ダクタイル鋳物製合フランジ  63  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナガセ  鋳物合フランジ（ダクタイル）
ダクタイルバルブ（一般弁）  172 ～173  株式会社キッツ  ダクタイルバルブ（一般弁）
ダクタイルバルブ（一般弁）  192  東洋バルヴ株式会社  ダクタイルバルブ
ダクタイルバルブ消防認定品  190  東洋バルヴ株式会社  消防認定バルブ
ダクタイルバルブ消防認定品  203  株式会社大和バルブ  消防認定バルブ
ダクタイルボールバルブ  172 ～173  株式会社キッツ  ダクタイルバルブ（一般弁）
タフボーイ  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
ダブルメッキ鋼管  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
ダブルメッキ鋼管  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管（赤ナシ・赤付）
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ＴＯＵＧＨＬＥＸ  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
玉形ゴムフレキ（トーゼンフレックス）  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
タンクフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
鍛造継手  64  株式会社梅沢製作所  高圧力鍛造継手

チェーザ  280・281    レッキスチェーザ
チャンネル（溝形鋼）  279    鋼材
鋳鉄バルブ（一般弁・ｳｴﾊﾁｬｯｷ）  168  株式会社キッツ  鋳鉄バルブ（一般弁・ウエハチャッキ）
鋳鉄バルブ（一般弁・ｳｴﾊﾁｬｯｷ）  188  東洋バルヴ株式会社  鋳鉄バルブ
鋳鉄バルブ  200  株式会社大和バルブ  鋳鉄バルブ
鋳鉄ボールバルブ  169  株式会社キッツ  鋳鉄ボールバルブ
鋳鉄ライニングバルブ  169  株式会社キッツ  鋳鉄ライニングバルブ
鋳鉄ライニングバルブ  189  東洋バルヴ株式会社  鋳鉄ナイロンライニングバルブ

ツインフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
通気番  141  株式会社キッツ  キッツ通気番
通気弁  140  森永エンジニアリング㈱  ドルゴ通気弁
通気弁  141  株式会社キッツ  キッツ通気番
通気弁  214  株式会社ベン  通気弁
吊バンド等  244 ～247  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  配管用支持金具

ＤＬ鋼管（ＤＶＬＰ）  15  積水化学工業㈱・ＪＦＥスチール㈱  排水用硬質塩ビランニング鋼管（ＤＶＬＰ・ＪＤＬ）
ＴＳ板フランジ  116    ＴＳ板フランジ（ボルト穴明）
ＴＳインサート継手  116  積水化学工業株式会社  ＴＳインサート継手
ＴＳその他継手  117  東栄管機株式会社  その他ＴＳ継手
ＴＳ継手  110  積水化学工業株式会社  水道用塩化ビニール継手（ＴＳ）
ＴＳ特殊継手  116  東栄管機株式会社  ＴＳ特殊継手
ＴＳフランジ  116    塩化ビニール製フランジ
定水位弁  194  株式会社ＦＭバルブ製作所  ＦＭバルブ各種
定水位弁  209 ～210  株式会社ベン  ＦＶバルブ（定水位弁）
ＴＳ継手  117  東栄管機株式会社  東栄ＴＳ継手
ＤＶ継手（ＵＲ都市機構規格）  111  積水化学工業株式会社  ＤＶ継手（ＵＲ都市機構規格）
ＤＶその他継手  117  東栄管機株式会社  その他ＤＶ継手
ＤＶ継手  111  積水化学工業株式会社  排水用塩化ビニール継手（ＤＶ）
ＤＶ・ＶＵ継手  117  東栄管機株式会社  東栄ＤＶ・ＶＵ継手
テープ類  277    テープ類（防食・粘着）
鉄フランジ  62  ㈱バンセイ・㈱フタワフランヂ製作所  鉄フランジ
手袋  281    消耗品・雑品等（手袋）
ＤＶＬＰ  15  積水化学工業㈱・ＪＦＥスチール㈱  排水用硬質塩ビランニング鋼管（ＤＶＬＰ・ＪＤＬ）
ＤＶＬＰハーフカット品  18  積水化学工業㈱  排水用硬質塩ビランニング鋼管ＤＶＬＰハーフカット品
電極棒・電極保持器  278    電極棒・電極保持器
電磁緊急遮断弁  221  株式会社ベン  電磁緊急遮断弁
電磁弁  218 ～220  株式会社ベン  電磁弁
転造ねじ加工  16    加工費（転造ねじ加工）
電動弁  221  株式会社ベン  電動弁
電動ボールバルブ  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
電動ボール弁  189  東洋バルヴ株式会社  電動ボール弁

銅管  100  ㈱コベルコマテリアル銅管・NJT銅管㈱  Ｍ型銅管・Ｌ型銅管
銅管継手（建設用）  101  株式会社多久製作所  銅管継手（建設用）
銅管継手（建設用）  102  NJT銅管株式会社  銅管継手（建設用）
銅管継手（住設用）  101  株式会社多久製作所  銅管継手（住設用）
銅管継手（住設用）  102  NJT銅管株式会社  銅管継手（住設用）
銅管用絶縁セットフランジ  102  株式会社多久製作所・NJT銅管株式会社  絶縁セットフランジ
銅関連製品  103    その他銅関連製品
透明ＡＣドレン継手  127  積水化学工業株式会社  透明ＡＣドレン継手
透明ＨＴＤＶ継手  115  積水化学工業株式会社  透明ＨＴＤＶ継手
透明ＤＶ継手  114  積水化学工業株式会社  エスロン透明ＤＶ継手
透明パイプ  112  日本プラスチック工業㈱  透明パイプ
透明被覆20K  45  シーケー金属株式会社  ＨＢゴールド（ＨＢＧ）
トーゼンフレックス  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
都型仕切弁  260  前澤給装工業㈱  都型仕切弁関係
特殊バルブ  195  株式会社ヨシタケ  特殊バルブ（エア抜弁他）
特殊バルブ  204 ～221  株式会社ベン  特殊バルブ（減圧弁・安全弁他）
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トップジョイント  50  株式会社リケン  トップジョイント
トップジョイントＨ  51  株式会社リケン  トップジョイントＨ（耐塩素耐熱ガスケット装着品）
トップジョイント（エポキシコート品）  51  株式会社リケン  トップジョイント（エポキシコート品）
トップジョイント（コート品）  51  株式会社リケン  トップジョイント（コート品）
トップジョイント（ナイロンコート品）  51  株式会社リケン  トップジョイント（ナイロンコート品）
トップジョイント負圧用  51  株式会社リケン  トップジョイントＲ-0ⅡＶ
ドルゴ通気弁  140  森永エンジニアリング㈱  ドルゴ通気弁
ドレネジ継手  69  日立金属株式会社  ねじ込み式排水管継手（ドレネジ継手）

内外面被覆コア内蔵継手(RCF-MK)  34  株式会社リケン  埋設用コア内蔵型継手（ＲＣＦ－ＭＫ）
内外面被覆コア内蔵継手(PCPQK)  35  日立金属株式会社  埋設用コア内蔵型継手（ＰＣＰＱＫ）
ナイスジョイント  82 ～83  オーエヌ工業株式会社  ナイスジョイント
ナイスジョイント蒸気用  84  オーエヌ工業株式会社  ナイスジョイント蒸気還管･高温水用
ナイロンライニング鋳鉄バルブ  189  東洋バルヴ株式会社  鋳鉄ナイロンライニングバルブ
ナイロンライニング鋳鉄バルブ  169  株式会社キッツ  鋳鉄ライニングバルブ

２０Ｋフランジ  42  日立金属株式会社  ２０Ｋ用ねじ込み継手（フランジ20ＫＦ）
２０Ｋフランジ  43  ＪＦＥ継手株式会社  白20Ｋフランジ
２０Ｋ用外面被覆継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ２０Ｋ継手
２０Ｋ用ねじ込み継手  42  日立金属株式会社  ２０Ｋ用ねじ込み継手（フランジ20ＫＦ）
２０Ｋ用ねじ込み継手  44  株式会社リケン  リケン20Kねじ込み継手
日水協認証マーク付コアタイトバルブ（無鉛くん）  187  東洋バルヴ株式会社  日水協認証マーク付コアタイトバルブ（無鉛くん）
日水協認証マーク付青銅バルブ（無鉛くん）  187  東洋バルヴ株式会社  日水協認証マーク付青銅バルブ（無鉛くん）
ニップル  34  株式会社ナゴヤ  ＶＢニップル
ニップル  34  ＪＦＥ継手株式会社  ＶＤニップル
ニップル  49  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナゴヤ  パイプニップル

ネグロス  249  ネグロス電工株式会社  ネグロス製品（支持金具類）
ねじ切り加工  16 ～17    加工費（ねじ切り加工）
ねじ込み式管継手（コート）  24 ～25  株式会社リケン  ねじ込み式管継手（コート）
ねじ込み式管継手（白・黒）  22 ～23  株式会社リケン・シーケー金属株式会社  ねじ込み式管継手（白・黒）
ねじ込み式排水管継手  73  日立金属株式会社  ねじ込み式排水管継手
ねじ込み式偏心ソケット  49  東亜高級継手バルブ製造㈱  偏心ソケット
ねじ込み継手ＺＤ  26 ～27  株式会社リケン  リケン白ＺＤ継手
ねじ込み継手ＰＳ  28 ～29  ＪＦＥ継手株式会社  白ＰＳ継手
ねじ締め  16 ～17    加工費（ねじ締め（切削/転造））

ノンタールエポキシ塗装鋼管  14  日本製鉄株式会社  排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管

パーフェクトロック  37  シーケー金属株式会社  パーフェクトロック
配管用支持金具  244 ～247  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  配管用支持金具
配管用ステンレス鋼管  76  日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS304)
配管用ステンレス鋼管  76  日鉄ステンレス鋼管株式会社  一般配管用ステンレス鋼管(JIS-G3448 SUS316)
配管用ステンレス鋼管  78  日鉄ステンレス鋼管株式会社  配管用ステンレス鋼管(JIS-G3459)
配管用炭素鋼鋼管  12  日本製鉄株式会社  配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管  13  ＪＦＥスチール株式会社  配管用炭素鋼鋼管
ハイスイＡジョイント  272  株式会社アカギ  ハイスイＡジョイント
排水金具  232 ～233  ダイドレ株式会社  排水金具・マンホール他
排水金具  239  伊藤鉄工株式会社  排水金具・マンホール他
排水鋼管用可とう継手  70 ～71  ダイドレ株式会社  排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手  73  日立金属株式会社  排水鋼管用可とう継手（ＭＤ・ＣＤ継手）
排水鋼管用ねじ込み継手  69  日立金属株式会社  ねじ込み式排水管継手（ドレネジ継手）
排水集合管  154  株式会社クボタケミックス  クボタ　排水集合管
排水マス  130 ～137  アロン化成株式会社  塩ビ製小口径排水マス
排水用塩化ビニール継手  111  積水化学工業株式会社  排水用塩化ビニール継手（ＤＶ）
排水用塩化ビニールパイプ  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＵ）
排水用硬質塩ビライニング鋼管  15  ＪＦＥスチール㈱・積水化学工業㈱  排水用硬質塩ビランニング鋼管（ＤＶＬＰ・ＪＤＬＰ）
排水用耐火二層管  144  フネンアクロス株式会社  排水用フネンパイプ
排水用耐火二層管  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野耐火パイプ・直管
排水用耐火二層管継手  144  フネンアクロス株式会社  フネン継手
排水用耐火二層管継手  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野耐火パイプ継手メジフリー・耐火パイプ継手
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管  14  日本製鉄株式会社  排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管
バイツテープ・バームテープ  277    テープ類（防食・粘着）
ハイパー  120 ～121  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手
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ハイパーＡＷＨＰ  126  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷＨＰパイプ・継手
ハイパー（高圧消火用）  125  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手（高圧消火用）
ハイパー（消火用）  124  積水化学工業株式会社  エスロハイパーＡＷパイプ・継手（消火用）
ハイパー20  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
パイプサイレンサー  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
パイプニップル  49  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナゴヤ  パイプニップル
バキュームブレーカ  210  株式会社ベン  バキュームブレーカ
白蝶弁  224  株式会社栗本鐵工所  栗本白蝶弁
バタフライバルブ  170  株式会社キッツ  バタフライバルブ
バタフライバルブ  191  東洋バルヴ株式会社  バタフライバルブ（Ｌシリーズ）
バタフライバルブ  201  株式会社大和バルブ  アルミバタフライバルブ
バタフライバルブ  222 ～223  巴バルブ株式会社  バタフライバルブ
バタフライバルブ  224  株式会社栗本鐵工所  栗本白蝶弁
バタフライバルブ消防認定品  171  株式会社キッツ  消防認定バルブ
バタフライバルブ消防認定品  190  東洋バルヴ株式会社  消防認定バルブ
バタフライバルブ消防認定品  203  株式会社大和バルブ  消防認定バルブ
パッキン  242  ニチアス㈱・日本バルカー工業㈱  ノンアスパッキン
発砲三層硬質塩化ビニル管  145  フネンアクロス株式会社  フネンリサイクルパイプ
発砲三層硬質塩化ビニル管  151  ㈱エーアンドエーマテリアル  リサイクル発泡三層浅野耐火パイプ
ハヤウマ  252  ㈱アカギ  ハヤウマ
バンド類  244 ～247  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  配管用支持金具
ハンマレスチエッキ  200・225 株式会社大和バルブ  ハンマレスチエッキ
ＰＳ10Ｋフランジ  63  ＪＦＥ継手株式会社  10ＫＰＳフランジ

ＰＳ継手  28 ～29  ＪＦＥ継手株式会社  白ＰＳ継手
ＰＳ20Ｋ継手  43  ＪＦＥ継手株式会社  ＰＳ20Ｋ継手
ＢＦコネクタ  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
ＰＦＰ－ＰＡ・ＰＢ・ＰＤ  14  ＪＦＥスチール株式会社  水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ＰＬＳ  15  ＪＦＥスチール株式会社  ガス用（ポリエチレンＰＬＳ）被覆鋼管
ＰＬＳ継手  37  ＪＦＥ継手株式会社  ＰＬＳ継手
ＰＬＶ  15  ＪＦＥスチール株式会社  ガス用（硬質塩ビＰＬＶ）被覆鋼管
ＰＱＷ－Ｋ  31  日立金属株式会社  コア内蔵型継手（ＰＱＷ－Ｋ）
ＰＣＶＦ  47  シーケー金属株式会社  ＰＣＶＦ継手
ＰＣＨＢ  47  シーケー金属株式会社  ＰＣＨＢ継手
ＢＣバルブ  160 ～161  株式会社キッツ  青黄銅バルブ
ＢＣバルブ  182 ～183  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ・黄銅バルブ（一般・ボールバルブ）
ＢＣバルブ（鉛レス）  162  株式会社キッツ  青銅バルブ（鉛レス）
ＢＣバルブ（鉛レス）  185  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ（無鉛くん）
ＰＣＰＱＫ  35  日立金属株式会社  埋設用コア内蔵型継手（ＰＣＰＱＫ）
ＢＣボールバルブ  163 ～164  株式会社キッツ  青黄銅ボールバルブ
ＰＴコネクター  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
ひと丸ツインパット  146  フネンアクロス株式会社  防火区画貫通部材ひと丸ツインパット
火無し継手  104  オーケー器材株式会社  楽継（冷媒配管用火無し継手）
ビニール水栓柱  278    ビニール水栓柱
被覆銅管（水用）  100  ＮＪＴ銅管株式会社  プリゾールチューブＰ・ＰＷ
被覆銅管（冷媒用）  105  オーケー器材株式会社  冷媒被覆銅管
被覆銅管（冷媒用）  106  因幡電機産業株式会社  冷媒被覆銅管
ピュアジョイント  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
負圧用（Ｒ-0ⅡＶ）  51  株式会社リケン  トップジョイントＲ-0ⅡＶ
負圧用（ＶＬＧ）  52  日本ヴィクトリック株式会社  ヴィクトリックジョイント

ＶＳ鋼管  15  ＪＦＥスチール㈱・㈱協成  消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管（ＶＳ）
ＶＦゴールド  45  シーケー金属株式会社  ＶＦゴールド（ＶＦＧ）
ＶＦ用継手  46  株式会社協成  キーロンＶＦ継手
ＶＦ用継手  47  株式会社リケン  ＦＫ継手
ＶＦ用継手  47  シーケー金属株式会社  ＰＣＶＦ継手
ＶＬＧ  52  日本ヴィクトリック株式会社  ヴィクトリックジョイント
ＶＬＰ－ＶＡ・ＶＢ・ＶＤ  14  日本製鉄株式会社  硬質塩化ビニールライニング鋼管（ＶＬＰ）
ＶＤニップル  34  ＪＦＥ継手株式会社  ＶＤニップル
ＶＢニップル  34  株式会社ナゴヤ  ＶＢニップル
ＶＰパイプ  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＰ）
ＶＰパイプ  112  日本プラスチック工業㈱  塩化ビニールパイプ（ＶＰ）
フィブロック  125  積水化学工業株式会社  フィブロック
ＶＵパイプ  110  積水化学工業株式会社  塩化ビニールパイプ（ＶＵ）
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ＶＵパイプ  112  日本プラスチック工業㈱  塩化ビニールパイプ（ＶＵ）
ブチルテープ  40  株式会社リケン  コマシールＷ・コートスプレー（グレー）
プッシュマスター  138  株式会社ブリヂストン  プッシュマスター
フネン継手  144  フネンアクロス株式会社  フネン継手
フネンパイプ  144  フネンアクロス株式会社  排水用フネンパイプ
フネン大口径継手  148  フネンアクロス株式会社  フネン大口径継手
フネン大口径パイプ  148  フネンアクロス株式会社  フネン大口径パイプ
ブラケット  253  日栄インテック株式会社  ブラケット
プラスタン他  279    プラスタン他
ブラックライト  280    ブラックライト
フランジ  62  ㈱バンセイ・㈱フタワフランヂ製作所  鉄フランジ
フランジ  63  ＪＦＥ継手㈱・㈱ナガセ  鋳物合フランジ（ダクタイル）
プリゾールチューブ  100  ＮＪＴ銅管株式会社  プリゾールチューブＰ・ＰＷ
フレキシブルダクト  275  株式会社栗本鐵工所  フレキシブルダクト
プレシール継手  28 ～29  ＪＦＥ継手株式会社  白ＰＳ継手
振れ止め金具  250  ㈱アカギ・日栄インテック㈱  振れ止め金具・その他
ＦＬＯＮＥＸα  269  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手・可とう継手・防振材

ベストジョイント  53  ＪＦＥ継手株式会社  ベストジョイントグルーブ式管継手
ヘルメシール  276  日本ヘルメチックス株式会社  ヘルメシール
ベローズ式伸縮管継手  215  株式会社ベン  ベローズ式伸縮管継手
偏心ソケット  49  東亜高級継手バルブ製造㈱  偏心ソケット
ベンドフレキ  266    ベンドフレキ

ボルト・ナットバタ弁向け  170・243    ボルト・ナット（バタ弁向け）
ボイド  278    ボイド
ボイド  278  北海紙管株式会社  ボイド他（ホッカイボイド）
砲金コック・継手類  271  株式会社佐藤商店  砲金コック・継手類
防食テープ  277    テープ類（防食・粘着）
防虫網（内ネジ・外ネジ・VPVU用）  273  株式会社三栄商会  水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント
ホース口  271    砲金コック・継手類
ホールカット  16 ～17    加工費（ホールカット）
ホールソー  280    ＮＣＣホールソー
ボールタップ  194  兼工業㈱・㈱カクダイ  ボールタップ
ボールバルブ（エコボールＺ）  166  株式会社キッツ  エコボールバルブ
ボールバルブ(給湯器用）  165  株式会社キッツ  Ｓボールバルブ
ボールバルブ(給湯器用）  184  東洋バルヴ株式会社  日水協認証マーク付ボールバルブ
ボールバルブ（ステンレス）  176  株式会社キッツ  ステンレスボールバルブ
ボールバルブ（ステンレス）  193  東洋バルヴ株式会社  ステンレスバルブ
ボールバルブ(青黄銅一般）  163 ～164  株式会社キッツ  青黄銅ボールバルブ
ボールバルブ(青黄銅一般）  182 ～183  東洋バルヴ株式会社  青銅バルブ・黄銅バルブ（一般・ボールバルブ）
ボールバルブ（ダクタイル）  172 ～173  株式会社キッツ  ダクタイルバルブ（一般弁）
ボールバルブ（鋳鉄）  169  株式会社キッツ  鋳鉄ボールバルブ
ボールバルブ（電動）  177 ～179  株式会社キッツ  自動操作バルブ
保温材  277  ㈱イノアック住環境  保温材
補修材  279    テープ類
ポリエチレン管用金属継手  139  株式会社キッツ  ポリエチレン管用金属継手
ポリエチレン粉体ライニング鋼管  14  ＪＦＥスチール株式会社  水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ボルト・ナット類  243    ボルト・ナット類

埋設用コア内蔵型継手(RCF-MK)  34  株式会社リケン  埋設用コア内蔵型継手（ＲＣＦ－ＭＫ）
埋設用コア内蔵型継手(PCPQK)  35  日立金属株式会社  埋設用コア内蔵型継手（ＰＣＰＱＫ）
埋設用20Ｋねじ込み継手  42  日立金属株式会社  日立埋設用20Ｋねじ込み継手
巻出しフレキ  94  ㈱昭和螺旋管製作所  消火用巻出しフレキ
巻出しフレキ  96  株式会社テクノフレックス  消火用巻出しフレキ
マジックジョイント  180  株式会社キッツ  マジックジョイント
マルチフレックス  270  倉敷化工株式会社  フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー
マレブルバルブ  226  日立金属株式会社  日立マレブルバルブ
マワリーナ  263  アズビル金門株式会社  水道メーター
マンホール  234 ～235  ダイドレ株式会社  排水金具・マンホール他
マンホール  237  伊藤鉄工株式会社  排水金具・マンホール他

水抜栓  278  ㈱竹村製作所  水抜栓
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無鉛くんコア  187  東洋バルヴ株式会社  コアタイトバルブ（無鉛くん）
無鉛くんコア日水協  187  東洋バルヴ株式会社  日水協認証マーク付コアタイトバルブ（無鉛くん）
無鉛くん青銅バルブ日水協  187  東洋バルヴ株式会社  日水協認証マーク付青銅バルブ（無鉛くん）

メーターバイパスユニット  265  日邦バルブ株式会社  メーターバイパスユニット
メーターマス（都型）  260  前澤給装工業株式会社  都型仕切弁関係
メーター周り部材  260  前澤給装工業株式会社  都型仕切弁関係
メーターユニット  265  ㈱キッツ・㈱タブチ・㈱日邦バルブ  メーターユニット
メートルコック  271    砲金コック・継手類
目皿（内ネジ・外ネジ・VPVU用）  273  株式会社三栄商会  水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント
目地材  144  フネンアクロス株式会社  目地材
メジフリー継手  144  フネンアクロス株式会社  フネンメジフリー継手
メジフリー継手  150  ㈱エーアンドエーマテリアル  浅野耐火パイプ継手メジフリー

モルコジョイント  86  株式会社ベンカン  モルコジョイント
モルタル  279    ドライモルタル

ユーフレックス  269  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手・可とう継手・防振材

養生テープ  277    養生用テープ
溶接枝ネジチーＳＷＴ  68  ＪＦＥ継手株式会社  溶接枝ネジチーＳＷＴ
溶接片グルーブＧＷＬ  68  ＪＦＥ継手株式会社  溶接片グルーブＧＷＬ
溶接サドル  48  株式会社リケン  溶接サドル
溶接サドル  48  株式会社神港製作所  溶接サドル
溶接継手　キャップ  57  淡路マテリア㈱・ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（キャップ）
溶接継手　黒  56 ～57  淡路マテリア㈱・ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（黒）
溶接継手　白（メッキ）  54 ～55  淡路マテリア㈱・ベンカン機工  鋼管製溶接式管継手（白）
溶接継手　高圧用  58 ～61  淡路マテリア㈱・ベンカン機工  圧力配管用鋼管製溶接式管継手
溶接フランジ  62  ㈱バンセイ・㈱フタワフランヂ製作所  鉄フランジ

ライナーフレックス  268  株式会社ＴＯＺＥＮ  防振継手
楽継  104  オーケー器材株式会社  楽継（冷媒配管用火無し継手）

リーマー  280    サスフィッター用手動リーマー
リケン白ＺＤ継手  26 ～27  株式会社リケン  リケン白ＺＤ継手
リサイクルパイプ  145  フネンアクロス株式会社  フネンリサイクルパイプ
リフトフィッティング  224  株式会社深井製作所  リフトフィッティング
リングジョイント  103    リングジョイント
りん銅ろう  101  株式会社多久製作所  りん銅ろう

ルーズフランジ  62  ㈱バンセイ・㈱フタワフランヂ製作所  鉄フランジ
ルーフドレン  236  ダイドレ株式会社  角型ルーフドレン

冷媒被覆銅管  105  オーケー器材株式会社  冷媒被覆銅管
冷媒被覆銅管  106  因幡電機産業株式会社  冷媒被覆銅管
レンタル工具  280    工具関連
レンチ  281    消耗品・雑品等（レンチ）

ローバルグレー・シルバー  281    消耗品・雑品等（ローバルグレー・シルバー）

付録
加工可能な最短寸法  19
関係規格  20
各種管外径一覧表  98
エスロハイパーAW融着工具  142
バルブの配管取り付け姿勢（制限）  158
各メーカーバタフライバルブ　
配管用ボルトナット寸法一覧表 
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