
別 表（第５条関係）

区
分 品            名 呼び径 品番、規格・基準等 形            質 備　　考

 40㎜以下  ＪＩＳ Ｋ 6742 耐衝撃性硬質塩化ビニール管（HIVP) 給水引込管

 ＪＷＷＡ Ｋ 129 ゴム輪形ロング受口（HIVP・RR-L)
道路内埋設用
〔切管接続部には離脱防
止金具（筒型）を使用〕

 ＪＩＳ Ｋ 6742 耐衝撃性硬質塩化ビニール管（HIVP) 給水引込管

ダクタイル鋳鉄管  75㎜以上  ＪＷＷＡ

◇GX形
・直管　～JWWA　G　120-2013
・異形管　～JWWA　G　121-2013
・内面エポキシ樹脂紛体塗装
　　　　　　　　　　　　　　　　　JWWA　G　112

給水引込管及び道路内
埋設用

不断水割Ｔ字管（DIP用） 100㎜以上  企業団指定 二ツ割又は三ツ割

鋳鉄管からの取出し
〔分岐口径は配水管径よ
り下位の口径〕
通水部紛体塗装・全周
パッキン・ソフトシールフ
ランジ型、ポリスリーブ等
による被覆実施

不断水割Ｔ字管（ACP用） 100㎜以上  企業団指定 二ツ割又は三ツ割

石綿管からの取出し
〔分岐口径は配水管径よ
り下位の口径〕
通水部紛体塗装・全周
パッキン・ソフトシールフ
ランジ型、ポリスリーブ等
による被覆実施

不断水割Ｔ字管（ACP用）  75㎜以上  企業団指定
二ツ割又は三ツ割
φ 75～300　×　50

石綿管からの取出し
〔分岐口径50㎜〕
通水部紛体塗装・全周
パッキン、ポリスリーブ等
による被覆実施

不断水割Ｔ字管（VP用）
 100㎜
  ～150㎜

 企業団指定
二ツ割又は三ツ割
φ 100　×　75
φ 150　×　75・100

塩ビ管からの取出し
〔分岐口径は配水管径よ
り下位の口径〕
通水部紛体塗装・全周
パッキン・ソフトシールフ
ランジ型、ポリスリーブ等
による被覆実施

サドル付分水栓（DIP用）  75㎜以上  ＪＷＷＡ Ｂ 117　A形 止水機構ボール式
取出し口径は
　25㎜・50㎜
防食フィルム含む

サドル付分水栓（ACP用）  75㎜以上  ＪＷＷＡ Ｂ 117　A形 止水機構ボール式
取出し口径は25㎜
防食フィルム含む

サドル付分水栓（VP用）
 40㎜
  ～150㎜

 ＪＷＷＡ Ｂ 117　A形 止水機構ボール式

取出し口径は
・40㎜管からは20㎜
・50㎜管からは
　20㎜・25㎜
・75㎜～150㎜管からは
　25㎜・50㎜
防食フィルム含む

サドル付分水栓（PP用）
 40㎜
 50㎜

 ＪＷＷＡ Ｂ 136　A形 止水機構ボール式

取出し口径は
・40㎜管からは20㎜
・50㎜管からは
　20㎜・25㎜
防食フィルム含む

防食・発錆防止コア
 25㎜
 50㎜

ゴム被覆コア又は樹脂被膜コア

水道用硬質塩化ビニール管チーズ  ＪＩＳ Ｋ 6743 耐衝撃性硬質塩化ビニール管（HIVP・TS) HIVP・ＴＳ

伸縮可とう離脱防止継手ナット付
チーズ

 ＪＷＷＡ G 270 塩ビ×塩ビ、ポリ×塩ビ　等
既設埋設管（VP・PP)
20㎜～30㎜からの
分岐用

管

類

水道用硬質塩化ビニール管
 50㎜

分

水

・

分

岐

類

 30㎜以下
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不断水取出エルボ  50㎜  自己認証品 砲金製  企業団特注品

伸縮可とう継手  50㎜以下  ＪＷＷＡ Ｇ 12 分水栓用（塩ビ管用） サドル付分水栓に接続

伸縮可とう離脱防止継手ソケット  50㎜以下  ＪＷＷＡ Ｇ 270 分・止水栓用（塩ビ管用）

伸縮可とう継手、又は伸
縮可とう離脱防止継手ソ
ケット以外に、現場の状
況によりフレキシブル継
手（JWWA　G369/G370）
の使用も認める

伸縮可とう離脱防止継手
（ソケット・エルボ・チーズ等）

 50㎜以下  ＪＷＷＡ Ｇ 12 塩ビ×塩ビ、ポリ×塩ビ、鋼管×塩ビ　等

水道用硬質塩化ビニール管継手
（ソケット・エルボ・チーズ等）

 50㎜以下  ＪＩＳ Ｋ 6743 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP・ＴＳ

硬質塩ビ製伸縮継手
（ソケット・チーズ）

 50㎜以下  ＪＷＷＡ Ｋ 119 耐衝撃性硬質塩化ビニールユニオン継手

40㎜・50㎜は鋼管40A・
50A及びポリ管40㎜・50
㎜共用
テーパーリング付

硬質塩ビ製伸縮継手（異種管用）  25㎜以下
自己認証品（JIS　K
6743に準じる）

硬質塩化ビニールユニオン継手
13×15A
20×20A
25×25A

メーターユニオン  40㎜以下  ＪＷＷＡ Ｋ 119 メーターユニオンＨＩ用（ガイドナット付）

硬質塩化ビニール管鋳鉄継手
（ソケット・曲管・チーズ等）

止水栓  40㎜以下
 ＪＷＷＡ Ｂ 108
 準拠品
 JWWA E 468

止水機構ボール式
（乙形一文字ハンドルタイプ）

宅地内設置

スリースバルブ
 30㎜
  ～50㎜

 ＪＩＳ Ｂ 2011
 JWWA E 468

青銅製仕切弁
両テーパめねじ一文字ハンドル（左開き）

・給水連合管（道路内
  、宅地内埋設用）
・給水引込管口径50㎜の
止水栓

 25㎜以下 蝶ハンドルタイプ

 30㎜
　～40㎜

 50㎜
伸縮型逆止弁内蔵ボール止水栓
（上水×上水フランジ）

ソフトシール仕切弁  50㎜  ＪＷＷＡ Ｂ 125
耐衝撃性硬質塩化ビニール製
ソフトシール仕切弁（右開き、キャップ式）

ゴム輪形
（離脱防止器具使用）
道路内埋設用

止水栓筐  （企業団指定）

止水栓口径20㎜以下は、75*450（固定式）
　　　　　　　　　　 又は75*450～600（伸縮式）
　　　〃　25㎜～40㎜は、100*450（固定式）
                     又は100*450～600（伸縮式）

共に、企業団マーク入
耐圧に優れたものとする

メーターボックス  （企業団指定）
20用・25用・30用・40用
50㎜以上は大型量水器ボックス

企業団マーク入
耐圧に優れたものとする

メーターユニット  25㎜以下  ＪＷＷＡ Ｚ 244
集合住宅用メーター配管ユニット
　　　　　　　　　　　（保温カバー含む）

パイプシャフト用

 40㎜以下 メーターナット又は圧着接続

 50㎜
メーター用補足管伸縮対応タイプ又は一次側
（ヴィクトリックジョイント）・二次側（上水フラン
ジ）タイプ

仕切弁捻子筐  （企業団指定）
配水管用又は給水管用
（道路内設置又は口径50㎜以上の給水管止
水栓用）

企業団マーク入。座台
付。
仕切弁の蓋の色　→　青
排泥弁の蓋の色　→　茶

継

手

類

弁

類

他

 50㎜  自己認証品 離脱防止金具内蔵型又は一体型
主に道路内
曲管は、×90°・45°
  ・22 1/2°・11 1/4°

<逆止弁付>
メーター交換等における
断水において支障が生じ
る物件にて設置

伸縮型逆止弁内蔵ボール止水栓

丸ハンドルタイプ

メーターバルブ
 ＪＷＷＡ Ｂ 108
 ＪＷＷＡ Ｅ 468

メーターバイパスユニット ＪＷＷＡ Z 245・282
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他 補修バンド  50㎜以下 管圧着部保護用 塩ビ管用・ポリ管用

※この表に記載のないものは担当課職員に確認すること。
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