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お問合せは

DF型 給水栓付急速空気弁

Φ50～Φ200

【東京都水道局承認品】

GA型汚水流入防止器付

空気弁 Φ50～Φ200

【東京都水道局承認品】

MA型玉押器付空気弁

Φ75～Φ150

【東京都水道局承認品】

HD-F型流量計付地下式消火栓

対応パイプ口径80A～1000A

DF型 給⽔栓付急速空気弁

急速空気弁

イメージ図



既設送水管からの応急給水を可能に！

送水管
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水
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水道本管

汚水流入防止機能付付空気弁

設置例：サドル分水栓タイプ フランジタイプ

既設送水管に設置される空気弁として弊社製品を使用することに
より送水管からの応急給水を可能とするために開発しました。

挿入式超音波流量計 ULSONA
流量計の設置も、ゼロ校正も不断水で！
・世界初、挿入式超音波流量計
・計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
・計測精度：±0.6％RD(流速 0.5m/sec以上)
・オールステンレス製で強靭設計

安心・安全な水を供給するために！
空気弁の機能は、水道管内のエアーを必要に応じ、吸排気を行いま
すが、埋設設置されている空気弁の場合、道路が冠水する程の大雨
等の影響により、空気弁が水没することが想定されます。
水没している状態の空気弁から管内へ雨水等が流入（空気弁の吸気
作動）する恐れがあります。
このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に当社汚水流
入防止ユニットを設けることにより雨水等の流入を防ぐことを目的
として開発したものです。

急速空気弁

急速空気弁

DF型 給水栓付急速空気弁



安⼼・安全な⽔を供給するために！

・台風や⼤⾬等の浸⽔被害時には、空気弁から⽔道管へ⾬⽔等、汚⽔が流⼊する恐れがあります。

空気弁の機能は、⽔道管内のエアーを必要に応じ、吸排気を⾏いま
すが、埋設設置されている空気弁の場合、道路が冠⽔する程の⼤⾬
等の影響により、空気弁が⽔没することが想定されます。
⽔没している状態の空気弁から管内へ⾬⽔等が流⼊（空気弁の吸気作動）
する恐れがあります。

このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に当社汚⽔流⼊
防⽌ユニットを設けることにより管内へ⾬⽔等の流⼊を防ぐことを目的
として開発したものです。

双⼝空気弁、⽟押器対応型急速空気弁（メーカー問わず）に取付可能です。

汚⽔流⼊防⽌機能付付空気弁 急速空気弁
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汚⽔流⼊防⽌ユニット付製品 汚⽔流⼊防⽌ユニット付急速空気弁 Φ75〜Φ200
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汚⽔流⼊防⽌ユニット付
空気弁付消⽕栓

汚⽔流⼊防⽌ユニット
付急速空気弁Φ75
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汚⽔流⼊防⽌ユニット付WMC型空気弁付
地下式消⽕栓の設置イメージ

汚⽔流⼊防⽌ユニット付空気弁の設置イメージ

埋設ボックスの内径寸法が横450mm x 縦350mmの
場合、上記の通りの設置イメージとなります。

汚⽔流⼊防⽌ユニットは
双⼝空気弁にも取付可能！ 地震による津波、あるいは台風・ゲリラ豪⾬による洪⽔での浸⽔

被害が近年多発しています。もしこのような状況で配⽔管の⼀部
が破損した場合、管内⽔圧が負圧となってしまっい、管路に設置
されている空気弁（埋設ボックスが⽔没状態の時）より汚⽔が管
路内に流⼊してしまいます。このような可能性のある箇所に設置
されている空気弁に「本ユニット」⼜は「汚⽔流⼊防⽌ユニット
付急速空気弁」を設けておくことにより汚⽔等の流⼊を防ぐこと
を目的として開発いたしました。

管内への汚⽔侵⼊の防⽌！

「汚⽔流⼊防⽌ユニット」は⽟押対応空気弁に設置可能！

「汚⽔流⼊防⽌ユニット」は双⼝空気弁にも設置可能！

汚⽔侵⼊防⽌
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汚⽔流⼊防⽌ユニット付
Φ25 空気弁



いつでも、⽔は⾝近にあり続けるでしょうか！

・災害時には、応急給⽔の需要に供給が満⾜できるとは限りません。

既設ライフラインを応急給⽔貯⽔槽の代替として！
既設送⽔管に設置される空気弁として弊社製品を使⽤することに
より送⽔管からの応急給⽔を可能とするために開発しました。

送⽔管

DF型 給⽔栓付急速空気弁 急速空気弁
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Gユニット

既設の送水管等から応急給水が行えます。

通水（充水）時、給水栓を開栓し強制排気が可能！

送水管に設置される空気弁として本製品を使用すること
により送水管からの応急給水を可能とするために開発し
ました。

地震等による災害時、配水管が被害を受け給水が出来な
くなった時でも、送水管（大口径かつ強固）が被害を受
ける確率は低いと考えます。しかし、送水管からの取水
は容易には出来ないため、せっかく水があるのに給水で
きないという事例が過去にありました。

東京都水道局
承認品

外径寸法（参考）

この御参考図面はΦ100です。



流量計の設置も、ゼロ校正も不断水で！
・世界初、挿入式超音波流量計
・計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
・計測精度：±0.6％RD(流速 0.5m/sec以上)
・オールステンレス製で強靭設計

配水小ブロックに設置された流量計から夜間最小流量と
流入量等を算出することにより、漏水多発ブロックの特
定など効率的な漏水防止対策に！

ブロック管理に！

設置例：サドル分水栓タイプ フランジタイプ ポータブルタイプ

ブロック管理イメージ

挿入式超音波流量計 ULSONA

これからの管路の維持管理に・・・

挿入式計測器設置対応型
補修弁内蔵消火栓(又は空気弁)



将来の管路におけるブロック管理等を実施するうえで・・・

既設の「地下式消火栓」あるいは「空気弁」を必要箇所に応じてMN補修弁内蔵弁に
取り替えることにより管内流量や水圧、水質等を測定する各種挿入式計測器を常時設
置可能にするために開発致しました。（MN弁＝挿入式計測器設置対応型補修弁内蔵消火栓又は空気弁）

補修弁機能を内蔵しているため不断水で取付、取外しが可能！

MN補修弁内蔵弁

挿入式計測器設置対応型
補修弁内蔵消火栓
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標 準 仕 様
設 置 例 1

※絞り管・バイパス管前後の仕切弁が不要で省スペース。
新設、更新のコストダウンが図れます。

管路内の2点間(A・B)に超⾳波の伝搬時間が流れ
に⽐例して「Δt」(2点間の時間差)が⽣じ、
これに管内⼝径を乗じ流量となる。

計測原理

⽔流

計測範囲：0.003m/sec〜20m/sec！
流量精度流量精度流量精度流量精度：：：：±±±±0.5％％％％RD！！！！

不断水不断水不断水不断水でででで設置可能設置可能設置可能設置可能！！！！

通水通水通水通水したまましたまましたまましたまま「「「「ゼロゼロゼロゼロ校正校正校正校正」」」」がががが可能可能可能可能！！！！

フランジ
サドル分⽔栓

設 置 例 2

・縦配管等でも問題なく設置可能！



計装盤

コントローラ(変換器)

既設、短管電磁流量計

（新設）挿⼊式超
⾳波流量計設置中

（新設）挿⼊式超⾳波
流量計設置完了

町野(65A)タイプにも対応します 町野⼝⾦タイプ（65A）

配管情報 エコーグラフ

動作設定 計測画⾯

急速空気弁

地下式消⽕栓

挿入式計測器設置対応型補修挿入式計測器設置対応型補修挿入式計測器設置対応型補修挿入式計測器設置対応型補修

弁内蔵消火栓弁内蔵消火栓弁内蔵消火栓弁内蔵消火栓（（（（空気弁空気弁空気弁空気弁））））
空気弁⼜は消⽕栓を
取付けることが可能
です。

既設流量計を
取り除かず、
新設流量計(ウルソナ)
を不断⽔で設置

新設

既設
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