
工法の概要
KS工法は、現場造成杭等の鉄筋かご組み立て作業から、
溶接作業をなくした工法。独自開発の無溶接金物「ガチット
フック」と環状型フープ筋「ピタットフープ」と専用組立治
具を用いることにより、従来の溶接によるリスクを解消し、
さらに品質向上と作業効率化の両立を実現している。

【無溶接金物ガチットフック】
従来は溶接で結合させていた鉄筋と補強枠、あるいは鉄筋
同士を、無溶接でつなげるための締結金物。誰でも容易に締
め付け作業ができるとともに、公的機関による引張試験で十
分な強度も証明されている。　※特許取得２件、出願中３件

【環状型フープ筋ピタットフープ】

� 土木工事／基礎工／特集–111

金物サイズD10～D51まで対応／FB・C形鋼・アングル全てに対応
※全て現場ごとに合わせて製作

無溶接金物「ガチットフック」
Aタイプ Bタイプ BWタイプ

工法の特長
１．品質の向上
鉄筋の性能低下の懸念がある溶接施工と違い、品質を低下
させず安定した鉄筋かごを提供することが可能。
２．誰でも容易に施工できる
現場での溶接作業がないため、熟練工・有資格者・管理技
術者が不要。
３．天候に左右されない
悪天候による作業の中断等がほとんどないため、安定した
工程管理ができる。
４．溶接検査が不要
手間のかかる溶接部の検査が不要となり、品質管理の簡略
化と作業効率の向上に貢献する。
５．事業領域の拡大
溶接では不可能だった高張鉄筋、ステンレス鉄筋を用いた
場所打ち杭や地中連続壁工事等にも使用できる。また一般
建築や土木の躯体工事にも対応する。
６．高耐食エポキシ仕様
エポ鉄筋を使用している現場に最適。耐薬品性にも優れて
おり、アルカリや酸性土壌にも対応できる。

今までにない太径（D13
～D32）の環状型フープ
筋。現場施工か工場で曲げ
加工および圧接して納入さ
れる。フープ筋ジョイント
部が不要なのでコストが削
減でき、作業時間が短縮で
きる。　※特許取得

鉄筋かごの水平移動・建て起こし試験
数ある無溶接工法の使用現場では、鉄筋かごの変形・ねじ
れの発生を危惧する声がある。KS工法の補強筋＋無溶接金
物（ガチットフック）BWタイプを使用した場合、そうした
変形・ねじれの発生は見られない。これはわざとねじれが生
じやすい位置での吊り上げ水平移動実験での結果が実証して
いる。

BWタイプ
（ねじれ・変形防止用）

その他の金物はＡタイプ（内側からの締め込み）

工法の概要

KS工法は、現場造成杭等の鉄筋かご組み立て作業から、
溶接作業をなくした工法。独自開発の無溶接金物「ガチット
フック」と環状型フープ筋「ピタットフープ」と専用組立治
具を用いることにより、従来の溶接によるリスクを解消し、
さらに品質向上と作業効率化の両立を実現している。

特許技術の「補強筋付き補強枠」を使用することにより、ねじれ・変形
を起こさない健全な鉄筋かごを制作できる。

工法の特長

１．品質の向上
鉄筋の性能低下の懸念がある溶接施工と違い、品質を低下
させず安定した鉄筋かごを提供することが可能。

２．誰でも容易に施工できる
現場での溶接作業がないため、熟練工・有資格者・管理技
術者が不要。

３．天候に左右されない
悪天候による作業の中断等がほとんどないため、安定した
工程管理ができる。

４．溶接検査が不要
手間のかかる溶接部の検査が不要となり、品質管理の簡略
化と作業効率の向上に貢献する。

５．機材不要で省エネ
発電機等の機材が不要なので省エネが可能で、周辺環境や
作業環境の改善につながる。

６．事業領域の拡大
溶接では不可能だった高張鉄筋、ステンレス鉄筋を用いた
場所打ち杭や地中連続壁工事等にも使用できる。また一般
建築や土木の躯体工事にも対応する。

【無溶接金物 ガチットフック】

従来は溶接で結合させていた鉄筋と補強枠、あるいは鉄筋
同士を、無溶接でつなげるための締結金物。誰でも容易に締
め付け作業ができるとともに、公的機関による引張試験で十
分な強度も証明されている。 ※特許取得２件、出願中３件

・金物サイズD１０～D５１
まで対応
・FB・C形鋼・アング
ル全てに対応
※全て現場ごとに合わせ
て制作Aタイプ Bタイプ BWタイプ

【環状型フープ筋 ピタットフープ】

今までにない太径（D１０～D５１）の環状型フープ筋。現場
加工か工場で曲げ加工および圧接して納入される。フープ筋
ジョイント部が不要なのでコストが削減でき、作業時間が短
縮できる。 ※特許取得

【鉄筋かごの水平移動・建て起こし試験】

数ある無溶接工法の使用現場では、鉄筋かごの変形・ねじ
れの発生を危惧する声がある。KS工法の補強筋＋無溶接金
物（ガチットフック）BWタイプを使用した場合、そうした
変形・ねじれの発生は見られない。これはわざとねじれが生
じ易い位置での吊り上げ水平移動実験での結果が実証してい
る。

場所打ち杭工

KS工法
NETIS登録番号：KT‐０９００５９‐VR

株式会社恵信工業 〒１２３‐０８４５東京都足立区西新井本町５‐４‐５
TEL（０３）３８８０‐８１０１ FAX（０３）３８８０‐８１０２

電子メール info@keishin-k.co.jp

ホームページ http://www.keishin-k.co.jp/

資料請求先 TEL（０３）３８８０‐８１０１ FAX（０３）３８８０‐８１０２

KS工法により組み立てられた鉄筋かご １２mの長さのかごでも建て起こしが可能

BWタイプ使用による鉄筋かごの変形・ねじれ実験の様子。
さげふり確認でもずれがなく、変形・ねじれが発生しない。

土木工事／基礎工

－特集‐81－

場所打ち杭工

KS工法
NETIS登録番号：（旧）KT-090059-VE

株式会社恵信工業
〒123-0845　東京都足立区西新井本町5-4-5
TEL 03-3880-8101　FAX 03-3880-8102
URL https://www.keishin-k.co.jp/
mail info@keishin-k.co.jp

BWタイプ使用による鉄筋かごの変形・ねじれ実験の様子。
さげふり確認でもずれがなく、変形・ねじれが発生しない。
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無溶接工法に対応
　本製品は（一社）日本基礎建設学会が発行している「場所
打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法設計・施工に関す
るガイドライン」に記載されている補強リングの規格を遵守
し、ニーズに合わせオーダーメイドで無溶接工法に対応可能。
さらにKSクルリンと併せて組み立ての対応ができ、「安全に」
「楽に」「速く」「安く」仕上げることができる。

製品の概要
１．強固な固定を実現
同社の製品は組立補強筋タイプに対応ができる。主筋と組
立補強筋のサイズの組み合わせごとにオーダーメイドで製
造し強固に固定が可能。
２．施工性
シンプルな構造であり、施工性に優れコスト面にも配慮し
ている。
３．豊富なラインアップ
ねじれ防止金具、スペーサー固定金具、フープバンド、Ｕ
ボルトのほか、ニーズに合わせた金具を設計し同社の金具
のみで組み立てができる。

・標準仕様
ネジ部＝Ｗ3/8　ゆるみ止めナット（Ｗ3/8）

【穴あき補強リング】
　補強リングの精度が悪ければ、杭全体の品質低下が懸念さ
れるが、同社の製品は独自の加工技術によりリングの径、孔
位置を高精度で製造し設計図書通りに仕上げることができる
ため、杭全体の品質向上に貢献する。

・標準仕様
　Ｕボルト＝M12　ゆるみ止めナット（M12）

構造模式図

特集-110／土木工事／基礎工

アングル穴あき
Uボルト工法

KDタイプ
補強筋（異形棒鋼）

ねじれ防止金具
補強筋（異形棒鋼）

KAタイプ
補強筋（アングル）

KFタイプ
補強筋（フラットバー）

KFDタイプ
補強筋
（フラットバー＋異形棒鋼）

帯筋タイプ
帯筋（異形棒鋼）

フラットバー
穴あきUボルト工法

∟6×50～13×100
φ2200以下
※φ2250以上は要相談

FB6×50～12×75
φ2200以下
※φ2250以上は要相談

無溶接金具 KSクルリン 穴あき補強リング（U ボルト工法）　※平鋼 可

場所打ち杭工

無溶接鉄筋締結金具
KSクルリン
NETIS登録番号:KK-120075-VE

株式会社京都スペーサー
〒590-0157　大阪府堺市南区高尾1-527-1
TEL 072-274-2011　FAX 072-275-0087
URL http://www.kyospe.co.jp/

210115京都スペーサー.indd   1 2022/02/01   14:37

・ ・

工法の概要
KS工法は、現場造成杭等の鉄筋かご組み立て作業から、
溶接作業をなくした工法。独自開発の無溶接金物「ガチット
フック」と環状型フープ筋「ピタットフープ」と専用組立治
具を用いることにより、従来の溶接によるリスクを解消し、
さらに品質向上と作業効率化の両立を実現している。

【無溶接金物ガチットフック】
従来は溶接で結合させていた鉄筋と補強枠、あるいは鉄筋
同士を、無溶接でつなげるための締結金物。誰でも容易に締
め付け作業ができるとともに、公的機関による引張試験で十
分な強度も証明されている。　※特許取得２件、出願中３件

【環状型フープ筋ピタットフープ】

� 土木工事／基礎工／特集–111

金物サイズD10～D51まで対応／FB・C形鋼・アングル全てに対応
※全て現場ごとに合わせて製作

無溶接金物「ガチットフック」
Aタイプ Bタイプ BWタイプ

工法の特長
１．品質の向上
鉄筋の性能低下の懸念がある溶接施工と違い、品質を低下
させず安定した鉄筋かごを提供することが可能。
２．誰でも容易に施工できる
現場での溶接作業がないため、熟練工・有資格者・管理技
術者が不要。
３．天候に左右されない
悪天候による作業の中断等がほとんどないため、安定した
工程管理ができる。
４．溶接検査が不要
手間のかかる溶接部の検査が不要となり、品質管理の簡略
化と作業効率の向上に貢献する。
５．事業領域の拡大
溶接では不可能だった高張鉄筋、ステンレス鉄筋を用いた
場所打ち杭や地中連続壁工事等にも使用できる。また一般
建築や土木の躯体工事にも対応する。
６．高耐食エポキシ仕様
エポ鉄筋を使用している現場に最適。耐薬品性にも優れて
おり、アルカリや酸性土壌にも対応できる。

今までにない太径（D13
～D32）の環状型フープ
筋。現場施工か工場で曲げ
加工および圧接して納入さ
れる。フープ筋ジョイント
部が不要なのでコストが削
減でき、作業時間が短縮で
きる。　※特許取得

鉄筋かごの水平移動・建て起こし試験
数ある無溶接工法の使用現場では、鉄筋かごの変形・ねじ
れの発生を危惧する声がある。KS工法の補強筋＋無溶接金
物（ガチットフック）BWタイプを使用した場合、そうした
変形・ねじれの発生は見られない。これはわざとねじれが生
じやすい位置での吊り上げ水平移動実験での結果が実証して
いる。

BWタイプ
（ねじれ・変形防止用）

その他の金物はＡタイプ（内側からの締め込み）

工法の概要

KS工法は、現場造成杭等の鉄筋かご組み立て作業から、
溶接作業をなくした工法。独自開発の無溶接金物「ガチット
フック」と環状型フープ筋「ピタットフープ」と専用組立治
具を用いることにより、従来の溶接によるリスクを解消し、
さらに品質向上と作業効率化の両立を実現している。

特許技術の「補強筋付き補強枠」を使用することにより、ねじれ・変形
を起こさない健全な鉄筋かごを制作できる。

工法の特長

１．品質の向上
鉄筋の性能低下の懸念がある溶接施工と違い、品質を低下
させず安定した鉄筋かごを提供することが可能。

２．誰でも容易に施工できる
現場での溶接作業がないため、熟練工・有資格者・管理技
術者が不要。

３．天候に左右されない
悪天候による作業の中断等がほとんどないため、安定した
工程管理ができる。

４．溶接検査が不要
手間のかかる溶接部の検査が不要となり、品質管理の簡略
化と作業効率の向上に貢献する。

５．機材不要で省エネ
発電機等の機材が不要なので省エネが可能で、周辺環境や
作業環境の改善につながる。

６．事業領域の拡大
溶接では不可能だった高張鉄筋、ステンレス鉄筋を用いた
場所打ち杭や地中連続壁工事等にも使用できる。また一般
建築や土木の躯体工事にも対応する。

【無溶接金物 ガチットフック】

従来は溶接で結合させていた鉄筋と補強枠、あるいは鉄筋
同士を、無溶接でつなげるための締結金物。誰でも容易に締
め付け作業ができるとともに、公的機関による引張試験で十
分な強度も証明されている。 ※特許取得２件、出願中３件

・金物サイズD１０～D５１
まで対応
・FB・C形鋼・アング
ル全てに対応
※全て現場ごとに合わせ
て制作Aタイプ Bタイプ BWタイプ

【環状型フープ筋 ピタットフープ】

今までにない太径（D１０～D５１）の環状型フープ筋。現場
加工か工場で曲げ加工および圧接して納入される。フープ筋
ジョイント部が不要なのでコストが削減でき、作業時間が短
縮できる。 ※特許取得

【鉄筋かごの水平移動・建て起こし試験】

数ある無溶接工法の使用現場では、鉄筋かごの変形・ねじ
れの発生を危惧する声がある。KS工法の補強筋＋無溶接金
物（ガチットフック）BWタイプを使用した場合、そうした
変形・ねじれの発生は見られない。これはわざとねじれが生
じ易い位置での吊り上げ水平移動実験での結果が実証してい
る。

場所打ち杭工

KS工法
NETIS登録番号：KT‐０９００５９‐VR

株式会社恵信工業 〒１２３‐０８４５東京都足立区西新井本町５‐４‐５
TEL（０３）３８８０‐８１０１ FAX（０３）３８８０‐８１０２

電子メール info@keishin-k.co.jp

ホームページ http://www.keishin-k.co.jp/

資料請求先 TEL（０３）３８８０‐８１０１ FAX（０３）３８８０‐８１０２

KS工法により組み立てられた鉄筋かご １２mの長さのかごでも建て起こしが可能

BWタイプ使用による鉄筋かごの変形・ねじれ実験の様子。
さげふり確認でもずれがなく、変形・ねじれが発生しない。

土木工事／基礎工

－特集‐81－

場所打ち杭工

KS工法
NETIS登録番号：（旧）KT-090059-VE

株式会社恵信工業
〒123-0845　東京都足立区西新井本町5-4-5
TEL 03-3880-8101　FAX 03-3880-8102
URL https://www.keishin-k.co.jp/
mail info@keishin-k.co.jp

BWタイプ使用による鉄筋かごの変形・ねじれ実験の様子。
さげふり確認でもずれがなく、変形・ねじれが発生しない。
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無溶接工法に対応
　本製品は（一社）日本基礎建設学会が発行している「場所
打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法設計・施工に関す
るガイドライン」に記載されている補強リングの規格を遵守
し、ニーズに合わせオーダーメイドで無溶接工法に対応可能。
さらにKSクルリンと併せて組み立ての対応ができ、「安全に」
「楽に」「速く」「安く」仕上げることができる。

製品の概要
１．強固な固定を実現
同社の製品は組立補強筋タイプに対応ができる。主筋と組
立補強筋のサイズの組み合わせごとにオーダーメイドで製
造し強固に固定が可能。
２．施工性
シンプルな構造であり、施工性に優れコスト面にも配慮し
ている。
３．豊富なラインアップ
ねじれ防止金具、スペーサー固定金具、フープバンド、Ｕ
ボルトのほか、ニーズに合わせた金具を設計し同社の金具
のみで組み立てができる。

・標準仕様
ネジ部＝Ｗ3/8　ゆるみ止めナット（Ｗ3/8）

【穴あき補強リング】
　補強リングの精度が悪ければ、杭全体の品質低下が懸念さ
れるが、同社の製品は独自の加工技術によりリングの径、孔
位置を高精度で製造し設計図書通りに仕上げることができる
ため、杭全体の品質向上に貢献する。

・標準仕様
　Ｕボルト＝M12　ゆるみ止めナット（M12）

構造模式図

特集-110／土木工事／基礎工

アングル穴あき
Uボルト工法

KDタイプ
補強筋（異形棒鋼）

ねじれ防止金具
補強筋（異形棒鋼）

KAタイプ
補強筋（アングル）

KFタイプ
補強筋（フラットバー）

KFDタイプ
補強筋
（フラットバー＋異形棒鋼）

帯筋タイプ
帯筋（異形棒鋼）

フラットバー
穴あきUボルト工法

∟6×50～13×100
φ2200以下
※φ2250以上は要相談

FB6×50～12×75
φ2200以下
※φ2250以上は要相談

無溶接金具 KSクルリン 穴あき補強リング（U ボルト工法）　※平鋼 可

場所打ち杭工

無溶接鉄筋締結金具
KSクルリン
NETIS登録番号:KK-120075-VE
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〒590-0157　大阪府堺市南区高尾1-527-1
TEL 072-274-2011　FAX 072-275-0087
URL http://www.kyospe.co.jp/
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