
施工例（海底送水管）

概　要
　「MESCOパイプ」は、単層管から多層構造の複合管まで
各種ラインアップされ、多様化するニーズや施工条件などに
合わせて選択できる高密度ポリエチレン製配管である。

特　長
１．軽量
従来の金属管より軽量で扱いやすく、躯体負荷を軽減。
２．長尺性
長尺の巻物で納入でき、接続箇所を減らすことで工期短縮
が可能。
３．耐震性
可撓性があり、地盤変動に追従する優れた耐震材料。
４．耐食性
腐食や電食がなく長寿命、かつ、錆こぶによる管内の縮径
がないので、より小口径を選定でき経済的。
５．耐候性
紫外線に強く、露出配管として使用可能。

用　途
上下水道、農業用水、橋梁添架、地域冷暖房、冷温水、余熱
利用、温泉配管、凍結防止、高圧送水、防災、トンネル消火、
文化財消火、消雪配管、工場配管、海底送水、海底放流、い
けす、小水力発電、地熱発電、バイオマス発電

施工例

主なラインアップ
給排水用パイプ

保温付きパイプ

海底送水用パイプ

高圧送水用パイプ

温泉・温水用パイプ

高密度ポリエチレン管
（①WED／②WE）
高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 製 パ イ プ。
JWWA K-144（2009）の耐塩素水の試
験で良好な結果を得ている。
※呼び径：①W40～W350
 ②W150～W1500

凍結防止用アラミドがい装ポリエチ
レン管（①GNGWDA／②GNGWA）
凍結防止管として優れた断熱性能を
備え、融着接続による一体構造で信
頼性の高いパイプラインを構築する
ことができる。寒冷地における露出
配管に用いられるほか、他種管には
ない軽さ、可とう性、耐震性により、
橋梁添架や吊り配管にも多く使用さ
れる。
※呼び径：①W40～W100
 ②W150S～W250S

（波付）鋼帯がい装ポリエチレン管
（①WNG／②WEETS）
塩害に強く、機械的強度が高いので、海
底送水や海底放流に使用される複合構造
パイプ。長尺で現場搬入が可能なため、
海底の途中で継手接続する必要がない。
※呼び径：①40～250　②40～400

アラミドがい装ポリエチレン管
（①WEETDA／②WEETA）
高密度ポリエチレン導管にアラミド
繊維を巻き複合管にすることで、高
い内圧に耐えうる構造となってい
る。全国各地の上下水道、橋梁添架、
消火栓配管などに使用されている。
※呼び径：①W40～W100
 ②W150S～W600

①波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリ
エチレン管（GNGRT）
②波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリ
エチレン管（GNGAR）
温泉輸送や地域冷暖房用熱輸送など
に使用される断熱構造のパイプ。導
管には耐熱性・化学的安定性などに
優れた最高使用温度80℃までの耐
熱ポリエチレン（①）および最高使用
温度95℃までの架橋ポリエチレン

（②）を使用。また、パイプと同材質
の継手類をラインアップ。
※呼び径：①W25～W250S
 ②25～200
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概 要

「MESCOパイプ」は、さまざまな施工シーンや用途に合
わせて選択できるポリエチレン管である。
特長
１．軽量 ：従来の金属管より軽量で扱いやすい。
２．長尺性：長尺で納入可能なため、接続箇所が少なく工期

が短縮
３．耐震性：材質の柔軟性が高いので地震に強い。
４．耐食性：ポリエチレンは錆びにくく、薬液にも優れた耐

食性を発揮する。
５．耐候性：黒色ポリエチレンで被覆しているので、紫外線

に強く露出配管も可能。
用途
上下水道、農業用水、橋梁添架、高圧送水、海底送水、海水
取水、海底放流、工場配管、消火配管

施工例

プラント配管

長尺配管

主なラインナップ
［上下水道用パイプ］
高密度ポリエチレン二層管（WED）
高密度ポリエチレンの二層管。ISO規格に基づく豊富
な継手を使用することができる。
※呼び径：W４０～W３５０

［上下水道用パイプ］
高密度ポリエチレン管（WE）
高密度ポリエチレンの単層管。JWWA K‐１４４（２００９）の
耐塩素水の試験で良好な結果を得ている。
※呼び径：W１５０～W１５００

［上下水道用パイプ］
アラミドがい装ポリエチレン管
（WEETDA／WEETA）
高密度ポリエチレン導管にアラミド繊維を巻き複合管
にすることで、高い内圧に耐えうる構造となっている。
全国各地の上下水道、橋梁添架、消火栓配管などに使
用されている。
※呼び径：W４０～W１００（WEETDA）

W１５０S～W６００（WEETA）

［上下水道用（保温付き）パイプ］
凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管
（GNGWDA／GNGWA）
凍結防止管として優れた断熱性能を備え、融着接続に
よる一体構造で信頼性の高いパイプラインを構築する
ことができる。寒冷地における露出配管に用いられる
ほか、他種管にはない軽さ、可とう性、耐震性により、
橋梁添架や吊り配管にも多く使用される。
※呼び径：W４０～W１００（GNGWDA）

W１５０S～W２５０S（GNGWA）

［温泉・温水用パイプ］
波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管（GNGRT）
波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管（GNGAR）
温泉輸送や地域冷暖房用熱輸送などに使用される断熱
構造のパイプ。導管には、耐熱性・化学的安定性など
に優れた高耐熱ポリエチレン（GNGRT）および架橋
ポリエチレン（GNGAR）を使用。また、パイプと同
材質のEFソケットの使用により、従来の金属製の継
手に見られる腐食の心配が無い。 ※呼び径：２５～２５０

合成樹脂配管材
――ポリエチレン管――
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概　要
　「MESCOパイプ」は、単層管から多層構造の複合管まで
各種ラインナップされ、多様化するニーズや施工条件などに
合わせて選択できる高密度ポリエチレン製配管である。

特　長
１ ．軽量
　 従来の金属管より軽量で扱いやすく、躯体負荷を軽減。
２ ．長尺性
　 長尺の巻物で納入でき、接続箇所を減らすことで工期短縮

が可能。
３ ．耐震性
　 可撓性があり、地盤変動に追従する優れた耐震材料。
４ ．耐食性
　 腐食や電食がなく長寿命、かつ、錆こぶによる管内の縮径

がないので、より小口径を選定でき経済的。
５ ．耐候性
　 紫外線に強く、露出配管として使用可能。

用　途
上下水道、農業用水、橋梁添架、防災、冷温水、地域冷暖房、
高圧送水、海底送水、海底放流、トンネル内配管、工場配管、
消火配管、融雪配管、小水力発電

施工例

［給配水用パイプ］
高密度ポリエチレン二層管（WED）

［保温付きパイプ］
凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管

（GNGWDA／GNGWA）

［給配水用パイプ］
高密度ポリエチレン管（WE）

［温泉・温水用パイプ］
波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管（GNGRT）
波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管（GNGAR）

［高圧送水用パイプ］
アラミドがい装ポリエチレン管

（WEETDA／WEETA）

プラント配置 長尺配管

土木資材／一般土木資材／商F‒55
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三井金属エンジニアリング株式会社
〒130-8531　東京都墨田区錦糸3-2-1　アルカイースト15F
TEL 03-5610-7850　FAX 03-5610-7867
URL https://www.mesco.co.jp/
［資料請求先］パイプ営業部（TEL.03-5610-7850）
［拠点］札幌営業所（TEL.011-232-8031）、仙台営業所（TEL.022-227-5146）、東京営業所（TEL.
03-5610-7850）、名古屋営業所（TEL.052-731-0371）、北陸出張所（TEL.0776-43-9282）、大阪
営業所（TEL.06-6387-6510）、広島営業所（TEL.082-262-2230）、福岡営業所（TEL.092-843-7729）

合成樹脂配管材　　ポリエチレン管　　

MESCOパイプ

土木資材 一般土木資材

商F-50／土木資材／一般土木資材
合成樹脂配管材─ポリエチレン管─　　
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三井金属エンジニアリング株式会社
〒130-8531　東京都墨田区錦糸3-2-1　アルカイースト15F
TEL 03-5610-7850　FAX 03-5610-7867
URL https://www.mesco.co.jp/

［資料請求先］パイプ営業部（TEL.03-5610-7850）
［拠点］札幌営業所（TEL.011-232-8031）、仙台営業所（TEL.022-227-5146）、東京営業所（TEL. 
03-5610-7850）、名古屋営業所（TEL.052-731-0371）、北陸出張所（TEL.0776-43-9282）、大阪
営業所（TEL.06-6387-6510）、広島営業所（TEL.082-262-2230）、福岡営業所（TEL.092-843-7729）

施工例（トンネル消火設備配管）

プラント配管
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概 要

鋼矢板工法は止水を伴う多くの工事に広く使用されてい
る。
しかし鋼矢板だけでは十分な止水性を得られない場合があ

る。「パイルロック」は、鋼矢板の止水性を高めるために開
発された止水材である。
「パイルロック」は鋼矢板の継ぎ手に塗布することにより
護岸工、締切り工、廃棄物処理場工、根切り工、貯水池の止
水工などで鋼矢板の止水効果を著しく向上できる。
「パイルロック」には「パイルロック速乾型」、「パイルロッ
クNS‐v」、また姉妹品の「ケミカシート」があり施工対象・
環境・目的により使い分けることができる。

各タイプの特長と使用方法

鋼矢板継ぎ手部の浮き錆び、土砂などを除去しパイルロッ
ク各タイプを塗布。
「パイルロック速乾型」：溶剤型で使いやすく幅広い工事に適
応。開缶し均一に攪拌、気候によりシンナーで希釈。規定量
を継ぎ手部に流し込み刷毛等で継ぎ手部内外に塗り広げる。
常温で１昼夜（１６Hr）養生・乾燥。
乾燥後水に浸漬すると数時間で膨潤を始め、２４Hr後には

淡水で約２０倍、海水で約６倍に膨潤。

パイルロックの膨潤状態 鋼矢板の置き方の例

浸漬前 浸漬後

「パイルロックNS‐v」：無溶剤型で主に永久用途。
硬化促進剤を添加、十分に攪拌し規定量を継ぎ手部に流し

込む、塗り広げる必要はないが塗布範囲端面にガムテープ・
粘土等で堰止め。常温で１昼夜（１６Hr）養生・乾燥。
●規定塗布量（鋼矢板継ぎ手部１m当たりの塗布量：両サイド）

鋼矢板型式 「パイルロック速乾型」「パイルロックNS‐v」

Ⅲ・Ⅳ型 ０．４kg ０．２kg

●耐水圧 ５００kPa［５kgf／cm２］（水深５０m相当）

「ケミカシート」：シート化した貼るタイプの止水材。塗布面
の水分、油分、浮き錆びを除去し張付けローラー等で圧着。

ケミカシート荷姿

ケミカシート浸漬前後 ケミカシート施工例

荷 姿

・パイルロック速乾型 １８kg
・パイルロックシンナー １６L
・パイルロックNS‐v １６．５kgセット（硬化促進剤付属）
・ケミカシート １㎜厚品（幅３㎝）１５ｍ巻、

２㎜厚品（幅４㎝）１０m巻

止水剤・止水材

パイルロック

日本化学塗料株式会社 〒２５２‐１１１１神奈川県綾瀬市上土棚北４‐１０‐４３
TEL（０４６７）７９‐５７１１ FAX（０４６７）７９‐５４７７

電子メール info@ncpaint.co.jp ホームページ http://www.ncpaint.co.jp/

資料請求先 開発部 TEL（０４６７）７９‐５７１１ FAX（０４６７）７９‐５４７７

販売代理店 担当エリア 担当者
日油商事㈱ 本 社（０３）５７８９‐８２０１ 関東・東北・信越・北海道・マレーシア 川口・高橋

大 阪（０６）６４５７‐２６０５ 近畿・中国・四国・東海・北陸・九州・沖縄 北浦・生駒
シンガポール・タイ・ヴェトナム・台湾・中国

Handelsonderneming Jan van Meever B．V． TEL：＋＋３１（０）１８３‐３５８３８３イギリス及びEU諸国 J．C．van Meever

パイルロック使用例：河川内への橋脚施工
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「ケミカシート」：シート化した貼るタイプの止水材。塗布面
の水分、油分、浮き錆びを除去しローラー等で圧着。

商F–58／土木資材／一般土木資材
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日本化学塗料株式会社
〒252-1111　神奈川県綾瀬市上土棚北4-10-43
TEL 0467-79-5711　FAX 0467-79-5477
URL http://www.ncpaint.co.jp/　mail info@ncpaint.co.jp
［販売代理店］日油商事㈱本社（TEL.03-5789-8201、関東・東北・信越・北海道・マレー
シア担当）、日油商事㈱大阪支店（TEL.06-6457-2605、近畿・中国・四国・東海・北陸・
九州・沖縄・シンガポール・タイ・ヴェトナム・台湾・中国担当）、Handelsonderneming
JanvanMeeverB.V.（TEL.++31（0）183-358383、イギリスおよびEU諸国担当）

止水剤・止水材

パイルロック
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・ケミカシート　2㎜厚品（幅4㎝）10ｍ巻

土木資材／一般土木資材／商F–51
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