
スタイル107J

安全施工

固定タイプハウジング形管継手

インパクト 
レンチ使用
推奨品

ボルト・ナットの
脱落防止

溶融亜鉛メッキ

施工完了確認が容易

シングルユニット設計

人為的ミスを
最小限に抑制

溶接やねじ接続と同じ
吊り・支持が可能

従来のハウジング形管継手とは異なり、箱から取り出して潤滑剤を塗布すれば、製品を分解せず
に簡単に施工できます。
工程削減により人為的ミスを最小限に抑えることが可能です。

ガスケットの噛み込みを防止し、施工し
易くするために、ガスケットの内面と配管
のシール面に潤滑剤（シリコンスプレー）
を塗布します。

スタイル107Jをグルーブ配管またはフィ
ッティングに差し込みます。ガスケットの
センターリブにより適正位置を確認して
下さい。

もう一方のグルーブ配管またはフィッティ
ングの端部をセンターリブに押し当てて
接続します。

インパクトレンチ、ソケットレンチ等を用
いてナットを均一に締め付けます。
* インパクトレンチの使用を推奨します。

材質仕様
ハウジング ASTM A-536、グレード　65-45-12（FCD450-10相当）

ハウジング塗装 オレンジ色エナメルまたは溶融亜鉛メッキ

ガスケット グレードE EPDM（色コード:緑・赤色）

ボルト ASTM F-568M Class 9.8

ナット ASTM A-563M Class 9

配管支持方法

国土交通省『公共建築工事標準仕様書』準拠

センターリブ

アングルパッド
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シングルユニット設計
施工時に製品を各パーツに分解することなく施
工可能。不要部品の混入を防止。

人為的ミスを最小限に
施工手順を大幅に短縮。ガスケットの挟
み込みや不適切なボルト・ナットの締め
付け等の人為的ミスを最小限に抑えま
す。

センターリブ
グルーブ配管に差し込んで接続する施工方法の為、センターリブがストッパーになり、本製
品がグルーブ配管やフィッティング端部に十分差し込まれている事が確認出来る構造です。
1. 特殊工具を使用せずに標準工具で施工可能
2. 弊社製品005H及びスタイル75と同じ溝加工寸法を採用
3. 負圧対応可能：‐0.098 MPaまで対応
4. 使用温度範囲： : -20 ~ 80°C

特徴

尺寸

ボルト・ナット落下防止
施工時にボルトとナットを取り外す必要が無いため、ボルト・ナットの紛失と落下を防止
することができます。

目視による施工管理が容易 
角度付きボルトパッドを使用することに
より、目視による施工完了確認が容易に
行えます。

呼び径 管外径 最高使
用圧力 隙間

ナット 
2面幅 
（呼び）

ボルト／ナット
本数‐サ
イズ

施工前寸法（ボルト・
ナット締め付け前）

施工後寸法（ボルト・ナット
締め付け後） 重量

価格
数量

X Y X Y Z 標準 溶融亜鉛メッキ
mm MPa mm mm mm mm mm mm mm kg 円／個 円／個 個/箱

65A 76.1 2.0 3.8 17(M10) 2-M10 x 64 113 162 108 160 50 1.1 3,450 3,770 14

80A 88.9 2.0 3.8 22(M12) 2-M12 x 76 126 187 120 184 50 1.4 3,830 4,330 12

100A 114.3 2.0 3.8 22(M12) 2-M12 x 76 152 213 146 210 52 1.8 5,300 5,840 6

125A 139.7 2.0 3.8 22(M12) 2-M12 x 76 181 244 175 240 53 2.3 7,610 8,530 6

150A 165.1 2.0 3.8 27(M16) 2-M16 x 83 208 287 203 282 53 3.0 9,210 10,320 4

耐圧試験は最高使用圧力の1.5倍以下にて行ってください。
*1.  記載の隙間は配管レイアウトのための数値です。スタイル107Jハウジング継手は固定タイプであり、配管システムの伸
      縮吸収は考慮していません。
*2. ボルト・ナットは専用品です。付属品以外は使用しないでください。

一般注意事項 警告：継手配管製品の施工、撤去、調整をする前に、減圧排水を行ってください。

注意
本製品はユナイテッド・ジョイントの仕様に基づいて製造されています。
全ての製品は、最新の施工要領書に基づいて施工してください。
ユナイテッド・ジョイントは製品仕様、設計、標準装備を予告なく変更することがあります。

施工 実際に施工する製品についてはユナイテッド・ジョイント施工要領書を必ず参照してください。
施工要領書は各製品と共に納入されています。
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製品施工要領 / 107J 

1
配管端部の
確認

2
潤滑剤の
塗布 

3
製品取
付け

4
配管接続 

5
ナットの締
め付け 

手順

手順

手順

手順

1

2

3

4

配管端部の確認 

潤滑剤(シリコンスプレー)の塗布 

製品取付け

配管接続

配管端部から溝（グルーブ）まで配管の外側は滑らかで、凹み、 
（溶接継ぎ目も含め）突起、ロールマークなどがないことをか
確認してください。油脂類、塗装ムラ、汚れは全て取り除いてく
ださい。

ガスケットの内面と配管のシール面に、必ず潤滑剤（シリコンス
プレー）を薄く塗布して下さい。

製品を配管に取り付けます。配管端部がガスケットのセン
ターリブに接触するまで差し込んでください。

接続する配管の管芯を合わせ、ガスケット
のセンターリブに接触するまで差し込んで
ください。 管芯が傾いている場合、‘手順５
によるナットの締め付けの際にハウジング
の爪が配管の溝（グルーブ）に収まること
が出来ません。

確認

配管のシール面

ガスケット内面

配管のシール面注意
潤滑剤(シリコンスプレー)を使用しない場合、漏水などの
不具合が生じる可能性がありますので、必ず潤滑剤(シリコ
ンスプレー)をご使用下さい。また、鉱物油系（グリース、切
削油））の潤滑剤はガスケットを著しく劣化させますので、
絶対に使用しないでください！

この製品はボルト・ナットを取り外さずに施工
できますので、ガスケットをハウジングから 
取り出さないでください。

ボルト・ナット取り外し不要

管芯を合わせる 傾き     

センターリブ
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5
ナットの締め付け 
1. ボルトパッドの合わせ面がメタルタッチし、その後鋭角部
が外側へ充分にズレるまで、ナットを目一杯締め付けてくだ
さい。
この際、片締めにならないように交互にナットを均一に締め
てください。尚、取り付けの際にはインパクトレンチの使用を
推奨いたします。

1. 片締めした場合には、右図の<誤った施工例>のようになりま
すので、両側のナットを弛めて、改めて施工し直してください。 
また締め付けが不十分な場合も右図のようになりますので、鋭
角部が充分にズレるまで、増し締めをしてください。
2.施工後の点検が重要となります。下図の留意点を参考にし
てください。異常が確認された場合には、改めて施工し直して
ください。
3.配管から取り外すし再施工する場合には施工方法が異なる
ので、詳細については弊社までお問い合わせください。

• 両側のメタルタッチ部ともボルトパッドの鋭角部(a)が、ハウ
ジング側面より充分に外側にズレている。
• ボルトパッド合わせ面がメタルタッチしている。

片側、あるいは両側のボルトパッド
の鋭角部(a)が、ハウジング側面よ
り外側へズレていない。

片側、あるいは両側のボルトパッド
の鋭角部(a)が、ハウジング側面よ
り内側へズレている。

片側、あるいは両側のボルトパッド
合わせ面がメタルタッチしていな
い。

ボルトパッドの向きはサイズによって異なります。

サイズ
65A/125A/150A 

2. ハウジングの爪が配管の溝（グルーブ）に収まってい
ることを確認してください。

確認事項

メタルタッチ

ボルトパッド

メタルタッチ
鋭角部の外側への
ズレ（両側のメタル
タッチ部）

正しいズレ

正しいズレ

正しい施工例 

誤った施工例

メタルタッチし
ていない

鋭角部の内側へのズレ

鋭角部の外側へのズレ
が無い

サイズ
80A/100A

鋭角部の外側への
ズレ（両側のメタル
タッチ部）

※注：管加工精度により外側へ充
分にズレない場合があります。
その際、ナットが充分に締め付け
られていることをご確認ください。

ガスケットがボルトパッドの合わせ面に挟まるのを防ぐ為
に、必ず両側のナットを交互に均等に締め付けてください。
（片締め注意）。
片締めすると、ズレが生じないなどの不具合が生じますので
ボルトパッドの鋭角部が外側へ充分にズレていることを確
認してください。

注意
事項
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