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佐竹北家の武家屋敷が残る角館と周辺の自然を散策
（秋田県・仙北市）

にっぽん探訪

■圧力用高密度ポリエチレン管
　（鹿児島県霧島市）
■ケーブル保護管
　（沖縄県北中城村）

施工現場レポート

日本の稲作を変えるほ場水管理システム
「WATARAS（ワタラス）」

KC空調 ・継手
保温材レスで施工手間を低減し、コスト縮減に貢献します！

パッケージエアコンの場合

パッケージエアコン

ドレンホースなど 空調ドレンパイプ・継手

冷媒液管

冷媒ガス管

従来施工［配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）に保温材を巻く］に比べて多くのメリットがあります。

保温工事
接着はカラータフダインブルー

をご使用ください。

切管も接合も DV 接合と同等

従 来 施 工

1回の工事

空調ドレンで

施工手順の簡略化11 33

4422 DV接合のように施工はカンタン

透明継手なので接着確認が目視で可能

初期コストの縮減が可能

＋

ドレン
配管工事

保温工事の作業者が
いらず、ドレン配管から
冷媒配管まで、

同一作業者で
作業が可能

構　造

特　長

使用範囲

項　　目

用　　途

使用水圧

使用温度

呼 び 径

　　使用条件

空調ドレン用配管専用

無圧

常温（5℃～35℃）

20～５０

保温工事が不要です。
従来施工と比較して約55.0～46.5％※に
初期コストが削減できます。 ※当社試算例

硬質塩ビ層（スキン層）
硬質なので変形しに
くく、継手接続が確実
にできる。

塩ビ発泡層
断熱効果・結露防止
に優れた
発泡塩化ビニル層

外径：1サイズ上のVPパイプと同寸法

■ 空調ドレンパイプ
３層構造〔硬質塩ビ層（スキン層）＋塩ビ発泡層＋硬質塩ビ層〕

■ 透明空調ドレン継手
接合部分は透明

ABS発泡層
継手部の断熱性を
高めて、結露を防止硬質塩ビ層

ドレン排水の掃流性
を確保

透明樹脂（ABS）
色付接着剤を
目視で確認可能

DV受口
同等形状
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社長就任のごあいさつ
施工現場レポート　小水力発電の工事コストを縮減する
                         圧力用高密度ポリエチレン管φ400（鹿児島県霧島市）
施工現場レポート　ケーブル保護管による電線地中化が
　　　　　　　　  災害に強い街をつくる（沖縄県北中城村）
新製品のPR動画を続々配信中！
日本の稲作を変えるほ場水管理システム「WATARAS（ワタラス）」
スーパータフポリの新情報　水道配水用ポリエチレンパイプブランド変更のご案内
　　　　　　　　　　　  建築設備用ポリエチレンパイプ呼び径65、125（新発売）
　　                           〈新型〉フランジレス継手（新発売）

KCニュース　株式会社沖縄クボタ化成の紹介
　　　　　　 沖縄県石垣市で初の水道配水用ポリエチレンパイプの
　　　　　　 施工講習会を開催
　　　　　　 各展示会出展のご報告
にっぽん探訪　秋田県仙北市
ミズエおばあちゃんの知恵袋　「結露対策」の巻き
パルちゃんのLet's Try Cooking!　「ブロッコリーとチキンのトマトリゾット」
お便りコーナー／イラストありがとう
読者プレゼント付きクイズ／編集後記

圧力用高密度　　　　　 管
耐食性、耐震性に優れた高密度ポリエチレン管で
さまざまな現場に対応!
耐食性、耐震性に優れた高密度ポリエチレン管で
さまざまな現場に対応!

品  揃  え

対 象 管 路

特  長   1 特  長   2 特  長   3

●SDR11 呼び径:20 ～ 450 
　　　　　　　最高許容圧力:1.6MPa

●SDR13.6 呼び径:250 ～ 450 
                    最高許容圧力:1.25MPa

●SDR17 呼び径:150 ～ 700 
                    最高許容圧力:1.0MPa

●SDR21 呼び径:250 ～ 700 
                    最高許容圧力:0.8MPa

※最高許容圧力は20℃の場合

各種ユーティリティー管路で使用できます。

錆・腐食・電食の心配無し 露出配管が可能 耐震性に優れる

（井戸水管、海水管、排水管（廃水管）、中水管、工業用水管、エアー配管、排気管、小水力発電用導水管・水圧管　など）     

【クーリングタワー　冷却水】 発生歪みは6％以内
80cmの隆起、30cmの横ずれに追従

【エアー配管　天井配管】

70cm

POLITEC 提供

柔軟性に優れ、信頼性の高い融着接合
により、地盤変動に対してよく追従し
ます。

腐食や電食の心配がなく、更新頻度
が少なくすみ、ライフサイクルコスト
の低減が可能です。

カーボンブラックの配合で耐候性を
向上させており、紫外線対策が不要
です。

小水力発電水圧管

　本年、１月１日に代表取締役社長に就任しました土和広でございます。

　ＰＡＬ読者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素はクボタケミックスの各種製品をご愛顧賜り、誠に有り難く厚く御礼申し

上げます。

　本年は、当社設立から１５年目、当社の前身であるクボタの合成管部門が、大阪府

堺市において塩化ビニル管の生産を開始してから満６５年の節目の年に当たります。

　当社が、永年に亘って合成管事業を営むことができておりますのも、ひとえに事業主様

や工事業者様、販売パートナー各社様をはじめとする多くの方々のご理解、ご支援、

ご協力の賜物であり、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

　さて、近年、我が国においては、「人口の自然減」や「高齢化の進展」、「自然災害の

脅威増大」等、社会変化や気候変動が問題化しており、これを受けて、国内管材

市場では「老朽化したライフラインの再構築」や「災害に強い街づくり」あるいは「農業

における生産性向上」等のテーマが益々重要視されつつあります。

　これらの課題解決に資するため、当社は「非開削管路更新工法」や「高い耐震

性能を有し、軽量で接合が簡単な管材」「ほ場の水管理作業の負担軽減を図る

自動水管理システム」の開発や「電線類地中化工事の低コスト化」「集合・戸建

住宅向け給・排水管のプレハブ化」等への挑戦を続けております。

　当社は、今後も新たな社会的価値を生み出す新製品や新サービスの開発・提供

を通じて、「安心」「安全」「快適」「便利」な社会の実現に貢献して参りたいと考えて

おりますので、皆様方には倍旧のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、ＰＡＬ読者の皆様方の益々のご繁栄とご健勝を祈念申し

上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。

社 長 就 任 の ご あ い さ つ

代表取締役社長

取 締 役

取締役執行役員

常務執行役員

執 行 役 員

土　  和  広
有 森  高 志
石  川     浩
小 西  雅 弘
長 島  孝 志

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

監 査 役

監 査 役

川 畑  哲 也
汲 田  康 昭
西 村  昌 和
船 越  秀 雄
福 山  敏 和

役員一覧
（2019年１月１日現在）

株式会社クボタケミックス
代表取締役社長

土   和 広
つち
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PAL/Vol.1801

2
3

5

7
8

11

12

17
19
20
21
22

C o n t e n t s 180 2019 冬号

社長就任のごあいさつ
施工現場レポート　小水力発電の工事コストを縮減する
                         圧力用高密度ポリエチレン管φ400（鹿児島県霧島市）
施工現場レポート　ケーブル保護管による電線地中化が
　　　　　　　　  災害に強い街をつくる（沖縄県北中城村）
新製品のPR動画を続々配信中！
日本の稲作を変えるほ場水管理システム「WATARAS（ワタラス）」
スーパータフポリの新情報　水道配水用ポリエチレンパイプブランド変更のご案内
　　　　　　　　　　　  建築設備用ポリエチレンパイプ呼び径65、125（新発売）
　　                           〈新型〉フランジレス継手（新発売）

KCニュース　株式会社沖縄クボタ化成の紹介
　　　　　　 沖縄県石垣市で初の水道配水用ポリエチレンパイプの
　　　　　　 施工講習会を開催
　　　　　　 各展示会出展のご報告
にっぽん探訪　秋田県仙北市
ミズエおばあちゃんの知恵袋　「結露対策」の巻き
パルちゃんのLet's Try Cooking!　「ブロッコリーとチキンのトマトリゾット」
お便りコーナー／イラストありがとう
読者プレゼント付きクイズ／編集後記

圧力用高密度　　　　　 管
耐食性、耐震性に優れた高密度ポリエチレン管で
さまざまな現場に対応!
耐食性、耐震性に優れた高密度ポリエチレン管で
さまざまな現場に対応!

品  揃  え

対 象 管 路

特  長   1 特  長   2 特  長   3

●SDR11 呼び径:20 ～ 450 
　　　　　　　最高許容圧力:1.6MPa

●SDR13.6 呼び径:250 ～ 450 
                    最高許容圧力:1.25MPa

●SDR17 呼び径:150 ～ 700 
                    最高許容圧力:1.0MPa

●SDR21 呼び径:250 ～ 700 
                    最高許容圧力:0.8MPa

※最高許容圧力は20℃の場合

各種ユーティリティー管路で使用できます。

錆・腐食・電食の心配無し 露出配管が可能 耐震性に優れる

（井戸水管、海水管、排水管（廃水管）、中水管、工業用水管、エアー配管、排気管、小水力発電用導水管・水圧管　など）     

【クーリングタワー　冷却水】 発生歪みは6％以内
80cmの隆起、30cmの横ずれに追従

【エアー配管　天井配管】

70cm

POLITEC 提供

柔軟性に優れ、信頼性の高い融着接合
により、地盤変動に対してよく追従し
ます。

腐食や電食の心配がなく、更新頻度
が少なくすみ、ライフサイクルコスト
の低減が可能です。

カーボンブラックの配合で耐候性を
向上させており、紫外線対策が不要
です。

小水力発電水圧管

　本年、１月１日に代表取締役社長に就任しました土和広でございます。

　ＰＡＬ読者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素はクボタケミックスの各種製品をご愛顧賜り、誠に有り難く厚く御礼申し

上げます。

　本年は、当社設立から１５年目、当社の前身であるクボタの合成管部門が、大阪府

堺市において塩化ビニル管の生産を開始してから満６５年の節目の年に当たります。

　当社が、永年に亘って合成管事業を営むことができておりますのも、ひとえに事業主様

や工事業者様、販売パートナー各社様をはじめとする多くの方々のご理解、ご支援、

ご協力の賜物であり、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

　さて、近年、我が国においては、「人口の自然減」や「高齢化の進展」、「自然災害の

脅威増大」等、社会変化や気候変動が問題化しており、これを受けて、国内管材

市場では「老朽化したライフラインの再構築」や「災害に強い街づくり」あるいは「農業

における生産性向上」等のテーマが益々重要視されつつあります。

　これらの課題解決に資するため、当社は「非開削管路更新工法」や「高い耐震

性能を有し、軽量で接合が簡単な管材」「ほ場の水管理作業の負担軽減を図る

自動水管理システム」の開発や「電線類地中化工事の低コスト化」「集合・戸建

住宅向け給・排水管のプレハブ化」等への挑戦を続けております。

　当社は、今後も新たな社会的価値を生み出す新製品や新サービスの開発・提供

を通じて、「安心」「安全」「快適」「便利」な社会の実現に貢献して参りたいと考えて

おりますので、皆様方には倍旧のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、ＰＡＬ読者の皆様方の益々のご繁栄とご健勝を祈念申し

上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。

社 長 就 任 の ご あ い さ つ

代表取締役社長

取 締 役

取締役執行役員

常務執行役員

執 行 役 員

土　  和  広
有 森  高 志
石  川     浩
小 西  雅 弘
長 島  孝 志

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

監 査 役

監 査 役

川 畑  哲 也
汲 田  康 昭
西 村  昌 和
船 越  秀 雄
福 山  敏 和

役員一覧
（2019年１月１日現在）

株式会社クボタケミックス
代表取締役社長

土   和 広
つち

PAL/Vol.180 2



PAL/Vol.1803 PAL/Vol.180 4

【鹿児島県霧島市】 圧力用高密度ポリエチレン管

株式会社Misumi
発電事業部
大保 雅浩さん

東海鋼管株式会社 鹿児島出張所
長﨑 和男さん（右端）ほかの皆さん

株式会社アリマコー
ポレーション 営業１部
清水 宏司さん

小水力発電を推進する株式会社Misumi
　鹿児島県は、2018年３月に再生可能エネルギーの普及啓発
及び導入促進のための「鹿児島県再生可能エネルギー導入ビジ
ョン」を一新した。新しいビジョンでは、導入促進に向けた基本
方針が示され、発電方法に応じて導入目標が設定された。中でも
小水力発電は安定した発電が可能な発電方法として期待が大き
く、2022年度時の導入目標として、2016年度比2.4倍の
25,890kWが設定された。
　そんな中、2014年小水力発電事業に参入し、九州全域で発
電事業展開を目指しているのが、鹿児島市内に本社を置く株式
会社Misumiである。同社は、2015年11月に鹿児島県大隅
町で初めての小水力発電所となる「佐多辺塚発電所」を完成させ、
九州電力に対して売電を開始した。

　そして、今回２件目となったのが、鹿児島県霧島市田口で建設
を進める小水力発電所。霧島高原にあるこの地域は、標高600m
以上の高地で高低差を利用する小水力発電にはうってつけの
場所である。発電に利用する水は、天降川水系の上流で取水した
農業用水であり、地元の土地改良区が管理をしている。株式会社
Misumiがその用水を借り受け、発電を行い、売電の利益から使
用料をまかなう計画だ。

コンテナ型発電設備で工事コストを縮減
　しかし、発電所建設の課題となったのが工事コスト。とくに発電
所建屋建設とその内部の発電設備にはかなりの費用がかかり、
採算を取るのは難しい。そこで採用されたのが、株式会社正興電
機製作所が開発したコンテナ型発電設備である。発電装置や制

御盤などをコンテナに組み込むので、建屋建設の土木工事を必
要としない。また、発電出力5kW～100kWの間で５種類のシス
テムが用意されており、小水力発電のニーズに広く対応する。同
社エネルギーソリューション営業部の松本栄さんが、本現場の諸
条件に合致する発電設備を提案し、即採用となった。

圧力用高密度ポリエチレン管の露出配管でコスト縮減
　もう一つ株式会社Misumiが手がける小水力発電で初採用に
なったのが、クボタケミックスの圧力用高密度ポリエチレン管で
あり、水源からの水を発電装置に送る水圧管として採用された。
　「クボタケミックスの圧力用高密度ポリエチレン管は紫外線に
強く、埋設する必要がありません。露出配管は、土木工事を減らし
て工事コストを抑えることができます」と語るのは、株式会社
Misumi発電事業部の大保雅浩さん。また、圧力用高密度ポリエ
チレン管の採用のポイントしてあげられたのが、ポリエチレン管
の高い信頼性である。株式会社Misumiのガス部門でもポリエ
チレン管が使用されているが、ガス漏れなどの問題がほとんどな
い。さらに、地震に強く、倒木などがあっても強度的に心配がない
のも大きな利点とされた。
　今回、圧力用高密度ポリエチレン管の採用をバックアップしたの
が、株式会社アリマコーポレーション営業１部の清水宏司さんと同部
のメンバー。圧力用高密度ポリエチレン管の特性を熟知し、今回の現
場に適した管材として提案し、設計にも携わった。また、多数の配管材
をタイムリーに調達したことで、工事は計画通り進むこととなった。

口径400でも生曲げ配管を存分に活用
　水圧管を配管する前に既設の用水路に沿って設置場所が整地
された。使用された圧力用高密度ポリエチレン管は、SDR17、
口径400であり、外径が450mmもある大口径管。管路延長は
約210mで、５mの管をEF継手で接合していく工事であるが、

使用された曲管は11°1/4と45°の各２個の４個だけ。曲管が
少ない理由としては、ポリエチレン管の柔軟性を活かした生曲げ
配管ができたことがあげられる。これまでも本誌において、水道
配水用ポリエチレン管の生曲げ配管を多数紹介してきたが、口
径400の大口径管で生曲げを紹介するのは初めてだ。
　配管を担当した東海鋼管株式会社鹿児島出張所の長﨑和男
さんは、「これまで水道用のポリエチレン管で生曲げの経験があ
り、この施工現場を見たときに、生曲げが使えると判断しました。
直管を３本繋ぎ、十分な冷却時間を経た後、バール等を使って人
力で曲げることができます」と語った。ヘッドタンク（水源からの
水を貯めておく水槽）を出た管路は、用水路に沿ってきれいに弧
を描いていた。
　これらの露出管路は、１m長の支持杭で8.3mの間隔で固定
される。その他、急勾配となる上流の５か所にコンクリート基礎に
高さ２mの支持金具を取付け、そこからワイヤーで管路を吊っ
て、万一支持杭が外れても管路が斜面を落ちないように安全対
策が施された。
　小水力発電に限らず、再生可能エネルギーの導入で課題となる
のは初期の建設コストである。さまざまな新しい技術をコーディ
ネイトし、また大掛かりな土木工事を省略することで、建設が難し
いとされた小水力発電の建設を可能にした今回の施工現場。平成
30年12月10日から試験発電が始まり、その後はシンプルな構
成で小水力発電を可能にしたモデルケースになると予測される。

小水力発電の工事コストを縮減する
圧力用高密度ポリエチレン管φ400
小水力発電の工事コストを縮減する
圧力用高密度ポリエチレン管φ400

ヘッドタンク下からの生曲げ配管（上流側から撮影）

直線部は５mおきにEF接合 EF接合のようす（通電時間は標準で40分）

45°セグメントベンド 支持杭は地下1mの深さで管路を固定

支持金具（SS材）からワイヤー固定のようす（下流側から撮影）

発電設備外観

コンテナ型発電設備

左にクロスフロー水車、発電機、
右に制御盤をコンパクトにセット

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ー ト
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小水力発電概略図

有効落差
水圧管管路長
最大使用水量
最大発電力

25.09 m
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0.25 ㎥ /s
39.6 kW
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【鹿児島県霧島市】 圧力用高密度ポリエチレン管
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東海鋼管株式会社 鹿児島出張所
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ポレーション 営業１部
清水 宏司さん
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【沖縄県北中城村】 ケーブル保護管
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住宅地区
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平成29年度完了

平成31年度
工事予定

現在工事中

建設課都市計画係
城間　敦さん

竹中・國場・仲本共同企業体
プロジェクトマネージャー
堀上　仁司さん

竹中・國場・仲本共同企業体
組合担当
尾上　寛三さん

竹中・國場・仲本共同企業体
現場代理人
垰村　修さん

竹中・國場・仲本共同企業体
城間　健吾さん

土木部
大濱　修さん

土木部
金城　薫さん

■アワセ土地区画整理事業業務代行者 ■光電気工事株式会社■北中城村役場

Vフレックス

ボディーV管

（　               ）九州・沖縄
地区向け製品

沖縄県初の米軍ゴルフ場が返還
　沖縄本島中部に位置する北中城村は、中城湾から内陸の丘陵
地まで起伏に富んでいる。その北部には、かつて駐留軍用地

「アワセゴルフ場地区」があり、沖縄県初となるゴルフ場が建設
され、米軍関係者を中心に利用された。
　平成８年３月に開催された日米合同委員会でアワセゴルフ場
地区（約48ha）の返還合意が行われ、平成25年３月29日に引
き渡された。北中城村は跡地利用に関して、平成23年３月「アワセ
ゴルフ場地区総合整備計画」を策定し、事業者として「北中城村
アワセ土地区画整理組合」が平成25年６月に設立された。以降、
地権者の意向を踏まえながら新しい街づくりが進んでいる。
　土地利用計画として、複合型商業交流施設、医療福祉施設、
健康・スポーツ施設及び住宅地地区の各ゾーンを策定し、平成
27年４月にイオンモール沖縄ライカムが開業、平成28年には
中部徳洲会病院が開院した。現在、スポーツ交流の場となる村民
体育館及び住宅地の建設が行われている。

防災機能を高める電線地中化
　この地区の街づくりの大きな特徴として、CO2排出量削減と

防災機能の兼備をあげるのは、北中城村建設課都市計画係の城
間敦さん。災害発生時にイオンモールを物資供給拠点、徳洲会
病院を医療拠点、村民体育館を避難拠点として活用できるよう
デザインされた。
　さらに、防災の観点から重要視されたのが、電柱のない街づく
り。景観の保全はもちろん、災害発生時に電柱の倒壊の心配が
ない無電柱化は重要である。この地区の中心に位置するイオン
モールの周りは村道、県道、それに国道に囲まれており、県道や
国道で電線地中化が行われ、強い街づくりを目指すため村道
の約１kmについても無電柱化を検討した。城間さんは、「平成

28年３月に早期合意路線として決定され、組合の方で工事が決
まりました。北中城村としては、初めての電線地中化ですが、防災
機能を高めた街のデザインに近づけるので楽しみです」と地中
化工事への期待を語った。
　地中化工事を進めるアワセ土地区画整理事業業務代行者、
竹中・國場・仲本共同企業体プロジェクトマネージャーの堀上仁司
さんは、「本区画整理事業は、関係者の協力のおかげで造成工事
も順調に進み、本来なら昨年度で工事が終了する予定で進んだ
のですが、急遽3年間の電線地中化工事が追加となり、事業工程
を遵守するために工事を進めているところです」と語った。
　電線地中化工事は、平成29年度にイオンモール東通りにて
100ｍの施工が完了し、現在は、イオンモール東通り及び南通り
の一部で770ｍを施工中。平成31年度には、イオンモール南通
りで残りの工事を予定しており、来年９月に完了の見通し。平成
32年3月に組合の解散が予定されているので、ぎりぎり間に合
う形だ。

電力管にVフレックス（難燃性波付硬質塩化ビニル管）が採用
　今回の電線地中化工事で電力ケーブル保護管に採用された
のが、クボタケミックスのVフレックス（難燃性波付硬質塩化ビニ
ル管）受口付直管。一番の特長である柔軟性に加えて、呼び径
100で一本当たりが、５kg程度と一人でも持ち運びがしやすい。

また、管の両端が受け差しになっているので、専用の接合機で簡
単に接合できる。
　一方、通信ケーブル保護管は、下から呼び径50のP-V管、呼び
径250のボディーV管、さらに呼び径150のフリーアクセスV管
と、全てクボタケミックス製が採用された。いずれの接合も、ゴム
輪受口に滑剤を塗布して挿入機で接合する、おなじみの施工方
法でスムーズに行われた。
　工事を担当したのは、県内で100件以上の電線地中化工事の
実績を誇る光電気工事株式会社。同社土木部の大濱修さんは、
クボタケミックスのケーブル保護管Vフレックスについてこう評
価する。「沖縄ではもっぱら、電力ケーブル保護管に波付構造の
管が使用されます。巻物の管材では、巻き癖を戻すのに時間がか
かり、さらにケーブルの引き込みもしづらく施工性がかなり落ち
ます。Vフレックスの受口付直管は、柔軟性がありながらも直線
性を維持するので、スムーズに配管できます。もちろん、電力ケ
ーブルの導通性も良いと思います」。
　 北中城村には、世界遺産の中城城跡や国の重要文化財である
中村家住宅等、一級の文化財がある。近年、これら文化財に加え
てイオンモール沖縄ライカムが、県内外から多くの観光客を集め
ている。そんな人気の観光スポットに相応しい街並みを作るた
め、クボタケミックスのケーブル保護管を使った電線地中化工事
が進んでおり、完成が待ち遠しい。

ケーブル保護管による電線地中化が
災害に強い街をつくる
ケーブル保護管による電線地中化が
災害に強い街をつくる

イオンモール東通りの
工事対象エリア

電線地中化工事の全景

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ート

電線共同溝標準断面図

アワセゴルフ場地区土地利用計画図
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V管

φ150
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P－V管
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φ150φ150

φ150φ150

φ100φ100

車道側民地側

※設置場所により配管が異なります。
一人でも楽々持ち運び可能 受口に滑剤を塗布 専用接合機で接合

内部のさや管の接合 受口に滑剤を塗布 挿入機で接合
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「アワセゴルフ場地区」があり、沖縄県初となるゴルフ場が建設
され、米軍関係者を中心に利用された。
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地区（約48ha）の返還合意が行われ、平成25年３月29日に引
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ゴルフ場地区総合整備計画」を策定し、事業者として「北中城村
アワセ土地区画整理組合」が平成25年６月に設立された。以降、
地権者の意向を踏まえながら新しい街づくりが進んでいる。
　土地利用計画として、複合型商業交流施設、医療福祉施設、
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防災機能を高める電線地中化
　この地区の街づくりの大きな特徴として、CO2排出量削減と

防災機能の兼備をあげるのは、北中城村建設課都市計画係の城
間敦さん。災害発生時にイオンモールを物資供給拠点、徳洲会
病院を医療拠点、村民体育館を避難拠点として活用できるよう
デザインされた。
　さらに、防災の観点から重要視されたのが、電柱のない街づく
り。景観の保全はもちろん、災害発生時に電柱の倒壊の心配が
ない無電柱化は重要である。この地区の中心に位置するイオン
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28年３月に早期合意路線として決定され、組合の方で工事が決
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機能を高めた街のデザインに近づけるので楽しみです」と地中
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　地中化工事を進めるアワセ土地区画整理事業業務代行者、
竹中・國場・仲本共同企業体プロジェクトマネージャーの堀上仁司
さんは、「本区画整理事業は、関係者の協力のおかげで造成工事
も順調に進み、本来なら昨年度で工事が終了する予定で進んだ
のですが、急遽3年間の電線地中化工事が追加となり、事業工程
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32年3月に組合の解散が予定されているので、ぎりぎり間に合
う形だ。

電力管にVフレックス（難燃性波付硬質塩化ビニル管）が採用
　今回の電線地中化工事で電力ケーブル保護管に採用された
のが、クボタケミックスのVフレックス（難燃性波付硬質塩化ビニ
ル管）受口付直管。一番の特長である柔軟性に加えて、呼び径
100で一本当たりが、５kg程度と一人でも持ち運びがしやすい。

また、管の両端が受け差しになっているので、専用の接合機で簡
単に接合できる。
　一方、通信ケーブル保護管は、下から呼び径50のP-V管、呼び
径250のボディーV管、さらに呼び径150のフリーアクセスV管
と、全てクボタケミックス製が採用された。いずれの接合も、ゴム
輪受口に滑剤を塗布して挿入機で接合する、おなじみの施工方
法でスムーズに行われた。
　工事を担当したのは、県内で100件以上の電線地中化工事の
実績を誇る光電気工事株式会社。同社土木部の大濱修さんは、
クボタケミックスのケーブル保護管Vフレックスについてこう評
価する。「沖縄ではもっぱら、電力ケーブル保護管に波付構造の
管が使用されます。巻物の管材では、巻き癖を戻すのに時間がか
かり、さらにケーブルの引き込みもしづらく施工性がかなり落ち
ます。Vフレックスの受口付直管は、柔軟性がありながらも直線
性を維持するので、スムーズに配管できます。もちろん、電力ケ
ーブルの導通性も良いと思います」。
　 北中城村には、世界遺産の中城城跡や国の重要文化財である
中村家住宅等、一級の文化財がある。近年、これら文化財に加え
てイオンモール沖縄ライカムが、県内外から多くの観光客を集め
ている。そんな人気の観光スポットに相応しい街並みを作るた
め、クボタケミックスのケーブル保護管を使った電線地中化工事
が進んでおり、完成が待ち遠しい。

ケーブル保護管による電線地中化が
災害に強い街をつくる
ケーブル保護管による電線地中化が
災害に強い街をつくる

イオンモール東通りの
工事対象エリア

電線地中化工事の全景

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ート

電線共同溝標準断面図

アワセゴルフ場地区土地利用計画図

表層
路盤

フィルター層

路床

PFP管Vフレックス

フリーアクセス
V管

φ150

ボディーV管
φ250

P－V管
φ50

φ150φ150

φ150φ150

φ100φ100

車道側民地側

※設置場所により配管が異なります。
一人でも楽々持ち運び可能 受口に滑剤を塗布 専用接合機で接合

内部のさや管の接合 受口に滑剤を塗布 挿入機で接合
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日本の稲作を変えるほ場水管理システム
「WATARAS（ワタラス）」～水田の水管理をICTで自動制御する～

マイナビ農業

クボタケミックスブース全景

WATARASのミニほ場セット 生産者さまの感想を伝えるPR動画

盛況に終わった「スマートアグリ展2018」
　スマートアグリ展は、農業における問題点、とりわけ農業従事
者の不足や高齢化を解決するため、労働負担軽減、省人化、効
率化を実現する様々なソリューションを提案する展示会です。
　本展示会が、平成30年11月20日から３日間の日程で東京
ビッグサイトで開かれ、クボタケミックスは、稲作における水管理を
スマートフォンで簡単にできるほ場水管理システム「WATARAS
（ワタラス）」を出展しました。
　クボタケミックスブースは、壁一面に田園風景の写真を使い、
ブース全体をほ場に見立てた構成としました。ブースの中心に

自動給水する実物の電動アクチュエータを使ったミニほ場のセット
を設置することで、実際の水管理がイメージしやすく、多くの来場
者を集めました。
　大型ディスプレイでは、WATARASのシステム概要や特長に
加えて、システムの導入効果などをまとめたPR動画を流しました。
また、WATARASを導入した生産者へのインタビュー動画により、
「水管理に費やしていた時間を他の作業にまわせるようになった。
今後も導入を増やしたい」などの評価を紹介しました。

※インタビューの内容は、マイナビ農業でもご覧いただけます。

近年、農業の生産性を高める規模拡大が叫ば
れ、様々な工程で作業の効率化が進んでいま
す。稲作においても、農業機械の導入が進み、
その生産性は格段に向上しています。しかし、
なかなか改善されないのが、かんがいなどの
水管理です。水田の水管理に関わる労力は、
稲作全体の約３割を占めるといわれて規模拡
大の足かせになっています。
これに対して、国立研究開発法人 農業・食品
産業技術総合研究機構（農研機構）が中心とな
り、スマートフォンやパソコンでモニタリングし
ながら遠隔操作で、ほ場の給水と排水を制御
できるシステムを開発しました。
クボタケミックスは、本システムをWATARAS

（ワタラス）として商品化し、実証・導入を進め
ております。ここでは、昨年11月に開催された

「スマートアグリ展2018」での展示のようすと
本システムの概要や特長を紹介します。

建築設備用配管で使用されるポリエチン管工事において、従来の電気
融着接合に比べて施工時間が大幅に短縮できる工法として融着レス  
プレファブ配管システムを紹介します。

従来の巻き癖のついた管とストレートタイプの管の違いを紹介します。

❶ 概　要

❷ 問題解決

❸ 特　長

❹ 信 頼 性

これまで各種プラント配管に使用されてきた金属管に代わって、軽量
で施工性に優れ、長寿命化に貢献するスーパータフポリ圧力用高密度
ポリエチレンパイプを紹介します。

床下の給水給湯配管で使用されるプラスチック管は、巻き物で供給
されるため、巻き癖が施工の障害となっています。クボタケミックスは、
現場の意見を取り入れ、巻き癖が非常に少ないストレートタイプの架橋
ポリエチレン管・ポリブテン管を紹介します。

❶ 特　長

❷ 使用事例

❸ 接合方法

※防災ヘッダー「貯めてるゾー」のPR動画、EF接合の各施工動画もご覧いただけます。

各種融着方法、耐久試験に加え、最新の自走式融着機も紹介します。

クボタケミックスホームページには、新製品の性能や特長をお客さまの目でご確認いただくため、
PR動画を多数アップしております。まずは右のQRコードから「動画ライブラリ」にアクセスしてください。
以下に新たに追加した動画をご紹介いたします。各動画はそれぞれのQRコードからご視聴していた
だけますので是非ご覧ください。

「錆びない」、「漏れない」、「地震に強い」等、優れた特長を紹介します。

海水取水配管、エアー配管、消火配管の使用事例を紹介します。

曲げ試験や引張り試験等で管体の強度を検証します。

Eロック接合とハウジング接合の使い分け、プレファブ化の
メリットを紹介します。

なぜ、プレファブ配管システムが必要なのか、どんな問題を解決
するのか紹介します。

プレファブ配管システムの種類やメリット等、概要を紹介します。

■PR動画の内容

■PR動画の内容

■PR動画の内容

新製品のPR動画を続々配信中！

融着レス プレファブ配管システム

ストレートタイプ　
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管

ご視聴はこちらから

ご視聴はこちらから

ご視聴はこちらから

ご視聴はこちらから

圧力用高密度ポリエチレン管

動画ライブラリへはこちらから
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「水管理に費やしていた時間を他の作業にまわせるようになった。
今後も導入を増やしたい」などの評価を紹介しました。

※インタビューの内容は、マイナビ農業でもご覧いただけます。

近年、農業の生産性を高める規模拡大が叫ば
れ、様々な工程で作業の効率化が進んでいま
す。稲作においても、農業機械の導入が進み、
その生産性は格段に向上しています。しかし、
なかなか改善されないのが、かんがいなどの
水管理です。水田の水管理に関わる労力は、
稲作全体の約３割を占めるといわれて規模拡
大の足かせになっています。
これに対して、国立研究開発法人 農業・食品
産業技術総合研究機構（農研機構）が中心とな
り、スマートフォンやパソコンでモニタリングし
ながら遠隔操作で、ほ場の給水と排水を制御
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（ワタラス）として商品化し、実証・導入を進め
ております。ここでは、昨年11月に開催された

「スマートアグリ展2018」での展示のようすと
本システムの概要や特長を紹介します。

建築設備用配管で使用されるポリエチン管工事において、従来の電気
融着接合に比べて施工時間が大幅に短縮できる工法として融着レス  
プレファブ配管システムを紹介します。

従来の巻き癖のついた管とストレートタイプの管の違いを紹介します。

❶ 概　要

❷ 問題解決

❸ 特　長

❹ 信 頼 性

これまで各種プラント配管に使用されてきた金属管に代わって、軽量
で施工性に優れ、長寿命化に貢献するスーパータフポリ圧力用高密度
ポリエチレンパイプを紹介します。

床下の給水給湯配管で使用されるプラスチック管は、巻き物で供給
されるため、巻き癖が施工の障害となっています。クボタケミックスは、
現場の意見を取り入れ、巻き癖が非常に少ないストレートタイプの架橋
ポリエチレン管・ポリブテン管を紹介します。

❶ 特　長

❷ 使用事例

❸ 接合方法

※防災ヘッダー「貯めてるゾー」のPR動画、EF接合の各施工動画もご覧いただけます。

各種融着方法、耐久試験に加え、最新の自走式融着機も紹介します。

クボタケミックスホームページには、新製品の性能や特長をお客さまの目でご確認いただくため、
PR動画を多数アップしております。まずは右のQRコードから「動画ライブラリ」にアクセスしてください。
以下に新たに追加した動画をご紹介いたします。各動画はそれぞれのQRコードからご視聴していた
だけますので是非ご覧ください。

「錆びない」、「漏れない」、「地震に強い」等、優れた特長を紹介します。

海水取水配管、エアー配管、消火配管の使用事例を紹介します。

曲げ試験や引張り試験等で管体の強度を検証します。

Eロック接合とハウジング接合の使い分け、プレファブ化の
メリットを紹介します。

なぜ、プレファブ配管システムが必要なのか、どんな問題を解決
するのか紹介します。

プレファブ配管システムの種類やメリット等、概要を紹介します。
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■PR動画の内容

■PR動画の内容

新製品のPR動画を続々配信中！

融着レス プレファブ配管システム

ストレートタイプ　
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管

ご視聴はこちらから
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バルブによる従来の給水

WATARASによる給水

WATARASの開発
　農業全体の労働時間は、新たな農法の開発、農業機械の進
歩さらには規模拡大などで大幅に短縮されています。稲作におい
ても、トラクタ、田植機、コンバイン、除草機などの導入で耕起整
地、田植、刈取脱穀等の作業については大幅に労働時間が短
縮されました。
　その一方で、かんがい（水管理）などの管理作業等については、
これらの作業ほど労働時間の縮減が進んでおらず、農業従事者
から管理作業の効率化が実現できる機械あるいは、システム開
発の要請が高まってきました。

　このような課題に対し、研究開発国家プロジェクトである「戦
略的イノベーション創造プログラム（略称SIP）」の「次世代農林
水産業創造技術」によって、国立研究開発法人 農業・食品産
業技術総合研究機構（農研機構）が中心となって、水田の給
水・排水をスマートフォンやパソコンでモニタリングしながら、遠隔
操作または自動で制御できるシステムを開発しました。
　農研機構での試験では、水管理に要する労働時間を約8割
削減、出穂期から収穫までの期間の用水量を約5割削減できる
ことが確認されています。
　クボタケミックスは、このシステムをほ場水管理システム

「WATARAS（ワタラス）」として商品化し、市場への普及活動を
進めております。

WATARASのシステム概要
　WATARASは、既存の給水バルブと排水口に、通信機能と
センシング機能を付加した電動アクチュエータを設置することで、
遠隔または自動で給水・排水を制御できるシステムです。
　操作時は、スマートフォンから出された制御命令が、クラウドサー
バから通信中継機を通じてほ場に設置した電動アクチュエータに
送信されます。通常時は、設置した電動アクチュエータ（水位水温
計）からのデータは、クラウドサーバを通じてデータセンタに保存さ
れ、グラフ表示などに活用されます。

WATARAS導入のメリット
１【軽労】
　水管理労力を低減できます
これまでは…水管理時期は、バルブの開閉で一日２回ほ場へ
通う必要があり、特にほ場が遠い場合には移動時間がかかり
大変でした。
WATARASを導入すると…あらかじめ設定した水位でバルブ
等を自動開閉できます。バルブ等の開閉のために、ほ場まで行
く必要がありません。また、設定水位の変更もスマートフォンか
ら遠隔で行えます。
２【タイマー】
　設定した時間に給水できます
これまでは…分げつ促進や高温障害防止などのため、夜間・
早朝にほ場へ通って給水を行う必要がありました。
WATARASを導入すると…「時間灌漑」機能を用いることで、
夜間などの設定した時間に自動でバルブを開閉したり、「一定
湛水」制御により水管理をすることができます。

３【節水】
　無駄な排水を減らして用水を効率的に活用できます
これまでは…除草剤や肥料が用水と共に流出しないよう最適
なタイミングでバルブを操作する必要がありました。また、水不
足による取水制限などで必要なときに用水が供給されないケ
ースもありました。
WATARASを導入すると…水位水温計の計測値による「一
定湛水」機能により、無駄な取水が抑えられます。また、取水
時間が制限された場合でも「時間灌漑」機能により、指定され
た時間に自動給水を行うことができます。

４【データ化】
　水管理の履歴を残すことができます
これまでは…ほ場に行かなければ水位水温の異常を確認で
きませんでした。
WATARASを導入すると…ほ場の変化を遠隔地からスマー
トフォンで確認できます。また、水位水温変化のデータを残すこ
とができるため、米の品質向上や営農計画の判断材料として
活用できます。

WATARASのシステム概要

スマートフォンでの操作

参考：農研機構ホームページ「(研究成果) 田んぼの水管理を
　　　ICTで遠隔操作・自動制御」

電動アクチュエータ

通信中継機

通信範囲は良好な条件下で半径
5ｋｍです。（アクチュエータ内部のアン
テナを外部へ設置する場合もあります。）

電動アクチュエータ給排水計40
台接続、無線ボックス増設で80
台まで接続できます。

パ
イ
プ
ラ
イ
ン

モータによりスピンドルを回転させてバルブ等の開閉を行います。
太陽電池と内蔵バッテリにより持続的に使用可能で、既設バルブのほか、開水路や落水枡に設置できます。

落 水 枡

開 

水 

路

※設置可能なバルブ、落水枡、専用アタッチメント
の要否等の詳細は、お問合せください。

無線ボックス

通信ボックス

水位水温計

Cloud

排水側給水側

通信中継機

クラウドサーバ

電動
アクチュエータ

電動
アクチュエータ

データセンタ

制御信号

センシング
データ

制御信号スマホ操作

A
A

B

A

B

Before After

Before After

制御方法は、
「一定灌水」「かけ流し」
「停止」「排水」の４種類。
また、多数のほ場を管理する
場合には、グルーピング機能
により複数の電動アクチュ
エータをまとめて制御する
ことも可能です。

給水時間を設定
しておくことで、
夜間や早朝にも
灌漑できます。

水位、水温の
時間変化は、
グラフ表示で
確認できます。

時間灌漑 グラフ表示選択可能な
制御方法



PAL/Vol.1809 PAL/Vol.180 10

日本の稲作を変えるほ場水管理システム「WATARAS（ワタラス）」日本の稲作を変えるほ場水管理システム「WATARAS（ワタラス）」

 

 

 

バルブによる従来の給水

WATARASによる給水

WATARASの開発
　農業全体の労働時間は、新たな農法の開発、農業機械の進
歩さらには規模拡大などで大幅に短縮されています。稲作におい
ても、トラクタ、田植機、コンバイン、除草機などの導入で耕起整
地、田植、刈取脱穀等の作業については大幅に労働時間が短
縮されました。
　その一方で、かんがい（水管理）などの管理作業等については、
これらの作業ほど労働時間の縮減が進んでおらず、農業従事者
から管理作業の効率化が実現できる機械あるいは、システム開
発の要請が高まってきました。

　このような課題に対し、研究開発国家プロジェクトである「戦
略的イノベーション創造プログラム（略称SIP）」の「次世代農林
水産業創造技術」によって、国立研究開発法人 農業・食品産
業技術総合研究機構（農研機構）が中心となって、水田の給
水・排水をスマートフォンやパソコンでモニタリングしながら、遠隔
操作または自動で制御できるシステムを開発しました。
　農研機構での試験では、水管理に要する労働時間を約8割
削減、出穂期から収穫までの期間の用水量を約5割削減できる
ことが確認されています。
　クボタケミックスは、このシステムをほ場水管理システム

「WATARAS（ワタラス）」として商品化し、市場への普及活動を
進めております。

WATARASのシステム概要
　WATARASは、既存の給水バルブと排水口に、通信機能と
センシング機能を付加した電動アクチュエータを設置することで、
遠隔または自動で給水・排水を制御できるシステムです。
　操作時は、スマートフォンから出された制御命令が、クラウドサー
バから通信中継機を通じてほ場に設置した電動アクチュエータに
送信されます。通常時は、設置した電動アクチュエータ（水位水温
計）からのデータは、クラウドサーバを通じてデータセンタに保存さ
れ、グラフ表示などに活用されます。

WATARAS導入のメリット
１【軽労】
　水管理労力を低減できます
これまでは…水管理時期は、バルブの開閉で一日２回ほ場へ
通う必要があり、特にほ場が遠い場合には移動時間がかかり
大変でした。
WATARASを導入すると…あらかじめ設定した水位でバルブ
等を自動開閉できます。バルブ等の開閉のために、ほ場まで行
く必要がありません。また、設定水位の変更もスマートフォンか
ら遠隔で行えます。
２【タイマー】
　設定した時間に給水できます
これまでは…分げつ促進や高温障害防止などのため、夜間・
早朝にほ場へ通って給水を行う必要がありました。
WATARASを導入すると…「時間灌漑」機能を用いることで、
夜間などの設定した時間に自動でバルブを開閉したり、「一定
湛水」制御により水管理をすることができます。

３【節水】
　無駄な排水を減らして用水を効率的に活用できます
これまでは…除草剤や肥料が用水と共に流出しないよう最適
なタイミングでバルブを操作する必要がありました。また、水不
足による取水制限などで必要なときに用水が供給されないケ
ースもありました。
WATARASを導入すると…水位水温計の計測値による「一
定湛水」機能により、無駄な取水が抑えられます。また、取水
時間が制限された場合でも「時間灌漑」機能により、指定され
た時間に自動給水を行うことができます。

４【データ化】
　水管理の履歴を残すことができます
これまでは…ほ場に行かなければ水位水温の異常を確認で
きませんでした。
WATARASを導入すると…ほ場の変化を遠隔地からスマー
トフォンで確認できます。また、水位水温変化のデータを残すこ
とができるため、米の品質向上や営農計画の判断材料として
活用できます。

WATARASのシステム概要

スマートフォンでの操作

参考：農研機構ホームページ「(研究成果) 田んぼの水管理を
　　　ICTで遠隔操作・自動制御」

電動アクチュエータ

通信中継機

通信範囲は良好な条件下で半径
5ｋｍです。（アクチュエータ内部のアン
テナを外部へ設置する場合もあります。）

電動アクチュエータ給排水計40
台接続、無線ボックス増設で80
台まで接続できます。

パ
イ
プ
ラ
イ
ン

モータによりスピンドルを回転させてバルブ等の開閉を行います。
太陽電池と内蔵バッテリにより持続的に使用可能で、既設バルブのほか、開水路や落水枡に設置できます。

落 水 枡

開 

水 

路

※設置可能なバルブ、落水枡、専用アタッチメント
の要否等の詳細は、お問合せください。

無線ボックス

通信ボックス

水位水温計

Cloud

排水側給水側

通信中継機

クラウドサーバ

電動
アクチュエータ

電動
アクチュエータ

データセンタ

制御信号

センシング
データ

制御信号スマホ操作

A
A

B

A

B

Before After

Before After

制御方法は、
「一定灌水」「かけ流し」
「停止」「排水」の４種類。
また、多数のほ場を管理する
場合には、グルーピング機能
により複数の電動アクチュ
エータをまとめて制御する
ことも可能です。

給水時間を設定
しておくことで、
夜間や早朝にも
灌漑できます。

水位、水温の
時間変化は、
グラフ表示で
確認できます。

時間灌漑 グラフ表示選択可能な
制御方法



PAL/Vol.18011 PAL/Vol.180 12

NEW

NEW

水道配水用ポリエチレンパイプ  ブランド変更のご案内
　弊社が製造・販売する水道配水用ポリエチレンパイプについて、この度、ブランドを「KC」から「クボタ」に
変更することになりましたので、ご案内いたします。
　これを機に、上水道事業のさまざまな課題解決に向けて、クボタグループが一丸となり、従来以上に努力
をして参りますので、ご理解いただきますとともに、お引き立ていただきますようお願いいたします。
　なお、水道配水用ポリエチレンパイプ、継手等の製造・販売につきましては、弊社にて担当して参ります
のでよろしくお願いいたします。

〈新型〉フランジレス継手  新発売
フランジレス継手をモデルチェンジします。
この度、高い耐震性でご好評をいただいておりますフランジレス継手をモデルチェンジすることとなりました。
接合部の改良による軽量化※で、施工性向上を図りました。また、耐食性に優れた塗装仕様の品種も増やしています。
これまでと同様〈新型〉フランジレス継手を管路の耐震化にお役立てください。

建築設備用ポリエチレンパイプ 呼び径65、125  新発売
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプに呼び径65、125を新たにラインナップしました。
呼び径20から200まで、口径選定の幅が広がり、コストダウンも図れます。

実  施  日：2019 年４月生産分より順次切り替え
変更内容：弊社が製造・販売する上水道向け製品のブランド変更（「KC」から「クボタ」への変更）
対象製品：水道配水用ポリエチレンパイプ、継手、関連付属品

L

PE テイル
（射出成形品）

ゴム輪 L リング

PE 短管
（押出成形品）

現  行 新  型

現　行
  73
570

重 量（ k g ）
上 記 L 寸 法（ m m ）

新　型
  60
442

現 行 比
－18％
－22％

●接合部構造（例：PE 挿し口付ソフトシール仕切弁）

●重量と寸法の比較  （例：PE 挿し口付ソフトシール仕切弁φ150）

●製品一覧

PEテイル（スクリュー形状）からPE 短管（ストレート形状）に変更し、ゴム輪を無くしたことで金属部のコンパクト化を実現しました。※

75、100、150、200、
75× 50、100× 50、100× 75、150×100
75、100、150、200、
75× 50、100× 50、100× 75、150×100
75、100、150、200、
75× 50、100× 50、100× 75、150×100

※1 品揃えなし（現行品のまま）
※2 開度計付もあります。（受注生産）
●印は外面塗装をノンタール系塗装からエポキシ樹脂粉体塗装に変更

PVC管用異種管継手
PE挿し口付鋳鉄製Ｔ字管(RF形･GF形)
PE挿し口付うず巻式Ｔ字管(RF形･GF形)
EF片受うず巻式Ｔ字管(RF 形･GF形)
PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き･右開き)※2

EF片受ソフトシール仕切弁(左開き･右開き)

50、75、100※1、150※1

75×75、100×75、150×75、200×75
75×75、100×75、150×75、200×75
75×75、100×75
50、75、100、150、200
50、75、100、150、200

※一部品種を除く

※製品の全長は長くなる場合があります。

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX形)

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(NS形)

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(K形)

－10～－20%
－13～－24%
－6～－16%
－6～－15%
－8～－18%
－6～－15%

－6～－18%

－6～－18%

－6～－18%

●
●
●

品　　　名 呼　び　径 重量現行比 塗装仕様

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手1

PVC管用異種管継手2 PE挿し口付鋳鉄製T字管3

EF片受うず巻式T字管4

EF片受ソフトシール仕切弁5

2

1

3

4

5

の新情報

●G

●G

●G

×  20
×  25
×  50
×  65
×125

●

●G

品　名 製品写真 枝呼び径
主管呼び径 呼び径

65 125 備　考

備考  G 印はジョージフィッシャー（株）製です。

枝付き直管

EFソケット

EFエルボ

EF45°エルボ

EFチーズ 125

×R2 ½

●G

●G

●G

●G

フランジ

SPおねじ継手

スピゴット（SP）チーズ

スピゴット（SP）レデューサ

×20

×25

●

●
長さ3200mm

JIS10K形
SUSフランジ RF形

コア継手対応型

●

●

●

●

●

×  40
×  50
×  75
×100

●G

●G

長さ3125mm、5000mm

長さ5000mm
直　管

■融着レスプレファブ配管システム〈Eロック接合（呼び径65）／ハウジング接合（呼び径65、125）〉も近日発売予定です。
■防火区画貫通措置部材と配管支持金具は他社製品となります。
■融着工具は西尾レントオール(株)からのレンタルとなります。
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■融着レスプレファブ配管システム〈Eロック接合（呼び径65）／ハウジング接合（呼び径65、125）〉も近日発売予定です。
■防火区画貫通措置部材と配管支持金具は他社製品となります。
■融着工具は西尾レントオール(株)からのレンタルとなります。
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沖縄県石垣市で初の水道配水用ポリエチレンパイプの
施工講習会を開催

株式会社沖縄クボタ化成の紹介

ウチナンチューのパイプを作りたい
平成29年10月、沖縄ダイカポリマー
はクボタケミックスの子会社となり、翌
年１月社名を株式会社沖縄クボタ化成
と変更しました。沖縄県産パイプの製
造に賭ける同社社長の沖吉隆に
インタビューしました。

　クボタケミックスは、水道配水用ポリエチレンパイプ
の特性や正しい配管方法を施工業者の方々に習得して
いただくため、各地で施工講習会（配管学校）を開催して
います。そんな中、沖縄県石垣市で初めてとなる施工講
習会を平成30年6月14日、石垣市水道部様で開催し
ました。
　この施工講習会には、市内の施工会社から12名の受
講者と４名のオブザーバーの16名が参加されました。
講習会の冒頭、井上西日本支社長（当時）があいさつに

立ち、「優れた管
種である水道配
水用ポリエチレ
ンパイプの特性
や接合方法を地
元施工会社の方
によく勉強して、
是非活用していただき
たい」と話しました。
　講習会の講師を務
めたクボタプラテック

の技術担当は、まず始めにビデオを使って、ポリエチレンパイプ
の電気融着（EF）接合の基本手順を紹介しました。続いて、カタ
ログを使って電気融着の注意点、継手の種
類、接合工具など、具体的な解説を行いま
した。休憩を挟んで行われた接合の実演で
は、講習受講者も参加して、標線の書き方、
パイプ表面の切削、電気融着など各手順を
行いました。これら標準施工に加えて、クボ
タケミックスオリジナルの施工時間を大幅
に短縮できる二個同時通電を紹介しました。
　電気融着接合の実演の後、前澤給装株
式会社の担当者は給水栓サドルの取付け

方について解説されました。２種類の電気融着用給水栓サドル
と鋳鉄サドル付分水栓の種類の説明と、ポリエチレンパイプ
の穿孔のしかたを実演されました。
　最後に、水道配水用ポリエチレンパイプの施工に関する筆
記試験が行われ、70点以上の合格者には後日、受講証が渡さ
れるという案内とともに講習会が終了しました。

沖縄県産パイプへのこだわりは？
　沖縄県では、県内の産業を育成し、新たな雇用を生み出す
ため沖縄県内で生産された県産品を使うという動きが昔から
ありました。沖縄県工業連合会では、県産品の認定制度を創
設しています。その分野は食品から工業製品に至るまで広範
囲で、認定を受けると県産品マークが与えられます。とくに建
築資材などは、県産品の認定を受けることで公共工事のみな
らず民間工事に至るまで、採用の可能性を拡大することがで
きます。
　私が塩ビ管の県内生産を考え始めたのは、県外の塩ビ管
を販売していて、売り上げがなかなか伸びなかったときです。
他メーカーの県産塩ビ管が優先して採用されていたのです。
　また私自身も、長年配管材の販売をやってきて、沖縄に物
造りを根付かせたいと思いがありましたので、塩ビ管の製造
を決意しました。沖縄総合事務局の協力を仰ぎ、約２年をかけ
てようやく製造にこぎつけました。
　このように沖縄県産品であることとJIS規格に準じたクオリ
ティの高い製品を作ることを目指して塩ビ管製造をスタート
させました。

クボタグループの一員になられた感想は？
　まず、クボタケミックスの製造現場での安全に対する考え
方や取組みには驚きました。社内には二十歳前後の若い社員
もいますから、私自身いろいろ考えてやってきましたが、クボ
タケミックスの組織的な安全管理とは比較になりません。ま
た、クボタケミックスの正確でムダの少ない製造技術を学ぶ
ことができるのも大きな収穫です。現在、小田原工場製造部
から応援に来てもらって、コスト意識を持った製造を学んでい
るところです。

　若い社員は、これまで町工場のような雰囲気で仕事をして
いたかもしれませんが、クボタケミックスの技術を学ぶことに
よってクボタの一員であるプライドも芽生えてきたように感じ
ます。私からも「仕事中だけでなく普段の生活の中でも、クボタ
の一員としての自覚を持ってください」と声掛けをしています。

今後の製造予定はどうなっていますか？
　現在、水道用VPは口径13から150、一般用VPパイプは
口径40から200、HIVPパイプは口径13から150、ゴム輪
受口直管は片受け・両受けとも150と200を製造していま
す。また、農水用の圧送用ゴム輪受口直管はJISの検査を経
て８月に上市しました。今後の目標としては、口径250から
400までのパイプを生産できるようにしたいですね。それに
は、大口径のパイプを作る設備とスペースも必要ですから、
それが課題です。

〒904-2234　沖縄県うるま市字州崎12番91　
TEL.098-989-8751　FAX.098-989-8752

株式会社 沖縄 　　 化成

井上西日本支社長（当時）のあいさつ

沖縄クボタ化成の従業員のみなさん

6月に生産が始まった
HIVP口径13

出荷を待つ一般用VPパイプ

沖縄クボタ化成
代表取締役　沖吉  隆

受講者と一緒にパイプ表面を切削 ポリエチレンパイプの穿孔

エメラルドグリーンに輝く川平湾

マングローブが見れる吹通川

講習会の説明のようす

　石垣市は沖縄本島より南西に400km
以上離れた石垣島を中心とする日本列
島の最西南端の都市です。また、台湾
や東南アジア諸国をはじめ、アジア・太
平洋地域に開かれた位置にある国境
都市でもあります。石垣島には、年間を
通して、その美しいサンゴ礁を求めて
多くの観光客が訪れます。中でも、エメ
ラルドグリーンに輝く景勝地・川平湾は、
国指定名勝に指定され、グラスボート
やシーカヤックが楽しめます。

石垣市はこんな所

KCニュースKCニュース

沖
縄
本
島

石
垣
島台湾
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「プラントエンジ・設備機器展」に出展

　平成28年に開催された展示会「省エネ・プラントショー」が
ブラッシュアップされ、本年は、工場・プラントのエンジニアリ
ング技術、関連設備機器の専門展示会として開催されました。
　クボタケミックスは前回の展示会に引き続いての出展と
いうことで、圧力用高密度ポリエチレンパイプ、消火用ポリエ
チレンパイプなどを中心としたスーパータフポリシリーズを
展示、紹介しました。
　まず、展示で目を引いたのが、天井部分に設置されたエア
配管に使用する圧力用高密度ポリエチレン管です。呼び径
100の直管や継手で構成し、その末端にはエア３点セット（減
圧弁、圧力計、ドレーン）を取付けました。
　実際のプラント配管を想定した圧力用高密度ポリエチレン
パイプ呼び径300と消火用ポリエチレン管呼び径200の
模擬配管は存在感があり、多くの来場者が足を止め説明員に
内容確認をする姿が見れました。
　展示会開催中には、プレゼンテーションが行われ、ポリエチレ

ン管の特長である「サビない」「漏れない」「地震に強い」をアピー
ルしました。大口径では、工場内での露出配管、海水取水、放流管
での採用例、小口径ではエア配管での採用例等を紹介しました。
　また、ポリエチレン管の接合として重要な電気融着（EF）接
合を実演し、日頃ポリエチレン管になじみのない来場者に、そ
の優れた施工性や信頼性をPRしました。

会期：平成30年７月18日～20日
会場：東京ビッグサイト

「2018福岡水道展」に出展

　今回の水道展もクボタケミックスは、クボタグループ各社
とともにグループ展示を行いました。「耐震化」をテーマに、
水道配水用ポリエチレン
パイプと新型フランジ
レス継手を展示しました。
　水道配水用ポリエチレ
ンパイプは、ブランド名
を「クボタケミックス」か
ら「クボタ」に変更したこ
とをお知らせをしました。
また、リニューアル製品と
して接合部構造を変更し、

従来品より軽量化を実現した新型フランジレス継手を紹介しま
した。九州地域では平成28年に熊本大地震が発生したことから
耐震管への関心は高く、多くの来場者が展示を見学されました。

会期：平成30年10月24日～26日
会場：マリンメッセ福岡

「第４回無電柱化推進展」に出展

　本展示会は、無電柱化推進に向けた電気設備、共同溝設備、
掘削機器、省コスト技術などの最新技術・製品・サービスが集
まる専用展示会です。クボタケミックスは、初回から続けて出
展しています。
　今回クボタケミックスは、大きく２つの展示を行いました。
一つは、歩道幅の狭い場所での電線地中化方法の展示。電力
管と通信管のそれぞれの本数を減らすことで、これまでの配管
をコンパクトにし、さらに、電力管にコストを低減したECVP管
を採用することで、施工費および材料費を節約するものです。
従来配管と新配管を並列に模擬展示することで、その違いを
明確に示しました。
　もう一つは、通信用ボディー管の接合
に使用するかんたんスライド管。面取り不
要なこと、挿入機を使用せずSUSバンド
の締付けで取付けできることで接合時間
が大幅短縮できる製品です。製品の展示
ととともに施工方法をビデオで紹介しま
した。

会期：平成30年７月18日～20日
会場：東京ビッグサイト

毎回、多くの来場者を集めたクボタケミックスのプレゼンテーション

エア配管用の圧力用高密度ポリエチレン管 呼び径600のEF接合に
対応可能な融着機

電気融着（EF）接合の実演

モニタで融着レスプレファブ配管の施工性を説明

耐火ビニルパイプと耐火透明継手DV

排水集合管システム

ECVP管の配管（上） かんたんスライド管の配管（下）

融着レスプレファブ配管システム（青色）と
圧力用高密度ポリエチレン管（黒色）

ストレートタイプポリブテン管（左）と
架橋ポリエチレン管（右）

クボタケミックスブース

最新の水道技術紹介したクボタブース

クボタケミックスの展示コーナー

消火用ポリエチレン管呼び径200（上）
圧力用高密度ポリエチレン管呼び径300（下）

　一般住宅から商工業施設まで幅広く使用される配管材、設
備機器の最新情報が揃う管工機材・設備総合展が名古屋と
東京で行われ、クボタケミックスは、住宅やオフィスビル等で
役立つさまざまな配管材を紹介しました。
　給水立て管やピット内配管で最近採用が増加しているの
が、建築設備用ポリエチレン管による融着レスプレファブ配管
システム。電気融着を使用せず、機械的に接合ができるため
施工手間を大幅に削減することが可能です。
　また、戸建てやマンションの床下で給水給湯用に使用され
るストレートタイプの架橋ポリエチレン管とポリブテン管は、
巻き癖がないので現場施工に適した人気の商品です。
　これらプレファブ配管システムの施工性やストレートタイプ
の使い易さを解説したビデオを、モニタにて多くの来場者に
視聴していただきました。

　また、マンション排水管の最下階で延焼防止機能を持たせ
たCO付カンペイLベンドを使用した排水集合管システム、商
業ビルなどの排水管で延焼を防止する耐火ビニルパイプも
来場者から多くの関心が寄せられました。

名古屋　会期：平成30年10月4日～6日　
　　　　会場：名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール
東　京　会期：平成30年10月24日～26日
　　　　会場：東京都立産業貿易センター台東館

クボタケミックスブース（写真は名古屋会場）

新配管（左）と従来配管（右）との比較

管路断面積約53％ダウン
材料費約　　45％ダウン

かんたんスライド管の施工ビデオ

新配管 従来配管

「第32回管工機材・設備総合展2018  名古屋」
「第50回管工機材・設備総合展  東京」に出展

CO付カンペイLベンドNEW
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として使用していた部屋には、明治時代の着物が飾られ華やか
な雰囲気を演出している。特筆すべきは、座敷の欄間。けやきの
一枚板に亀が透かし彫りされていて、影絵が壁に映り暖かみのあ
る部屋になっている。
　最後にふすまを開いて、お庭の解説をしていただいた。縁側が
雪などで濡れないよう雨戸や柱が縁側の外にある雪国独特の土
縁と呼ばれる構造になっている。さらに、庭の奥に鎮座するもみの
木は、樹齢300年で、一帯では一番高い木で石黒家の目印にな
っているという。
　母屋以外の明治・大正期に増築された建物は自由見学で、

黒漆喰塗りの文庫蔵、
武具甲冑類や解体
新書などの古文書を
見ることができる。

伝統工芸士の技術を間近で見れる「角館樺細工伝承館」
　樺
かば
細工は、山桜の樹皮を素材にして、江戸時代には武士の手

内職として主に印籠が作られ、明治から昭和にかけては胴乱が
多く作られた。その技は、角館の美しく豊かな風土の中で発展し、

現在に受け継がれ
ている。
　その樺細工の振興
と広域観光を目的と
して、昭和53年9月に
開館したのが、角館
樺細工伝承館。館内

佐竹北家の武家屋敷が残る角館と周辺の自然を散策
みちのくの小京都として知られる秋田県角館。しかし、佐竹北家の武家屋敷が残る角館の街は、京都
とは趣が異なる。また、角館のある仙北市は、日本一の深度を持つ田沢湖や種類豊富な温泉が点在
するなど、自然豊かな顔を持つ。

角館武家屋敷で最古の「石黒家」
　JR角館駅から駅通りを道なりに20分ほど歩くと、それま
での商業地区とは全く異なる武家屋敷通りに出る。両側
の黒い塀と高い木々が通りを彩り、その木立の間からは
茅葺き屋根などの大きな屋敷を見ることができる。
　現在、武家屋敷として拝観できるものは６軒あり、中でも
一番格式が高く、また屋敷内に上がって解説が聞けるとい
うことで「石黒家」を見学させていただいた。
　石黒家は、江戸時代初期に角館に入った佐竹北家初
代義
よし
隣
ちか
に召抱えられ、越中から移り住んだ。北家の勘定役

を代々務め、現在の土地に居を移したのは、幕末の1853年

のこと。現在も直系のご家族が敷地内に住まれている。
　入口の門からして、他の屋敷とは明らかに違う堂々
たる造りで、地元の観光ポスターにもよく使われている。
出入り口は４つあり、その昔主人たちが使用した脇玄
関と、起り破風に懸魚のついた上司専用に造られた
正玄関のほかに家族用、使用人用がある。
　屋敷の中に入るとすぐに座敷に上がり、江戸時代の
母屋の特徴について解説していただいた。当主が書斎

には、茶筒、硯箱、ブローチなど日常品から襖やテーブルなどの
大型の樺細工が展示され、また藩主佐竹家の武具や塗物などの
武家資料も展示されている。
　中でも、樺細工の伝統工芸士が毎日実演し、その技術を目の
前で見ることができ、それぞれの伝統工芸士が製作した作品を購
入することもできる。

見学、休憩、ショッピングには安藤醸造
　武家屋敷通りからは少し離れるが、印象的なレンガ造りの蔵と
仕込み水が正面を飾る老舗の醸造元。
　店内に足を踏み入れると、右側には伝統的な商家の雰囲気が
そのまま残り、左側には味噌、醤油を中心に様々な食品がならん
でいる。商品の説明の前に、店の方に座敷蔵を紹介いただいた。
　表に見えていた蔵の中は、重要なものを保管するスペースでは
なく、お座敷。明治時代に大火で安藤家も焼失したため、火災で
焼けないよう作られた。この座敷蔵は、中まで上がって見学させて
いただける。
　その他、別の蔵は、カフェ
のような休憩スペースに
改造され、商品の試食を
しながら休憩できるように
なっている。

秋田県・仙北市
にっぽん探訪 

客間から庭を望む

12代当主の石黒  直次さん。

亀が透かし彫りの影が壁に
浮かぶ

解体新書の復刻版。石黒家は学問に秀でた家柄で
医学にも精通した者を輩出した。

右に明治時代の着物が飾られ
左奥が客間

経德  明夫さん（伝統工芸士）
茶筒や箱ものを得意とする。
代々樺細工技術を受け継ぐ家
系に生まれ、昭和40年父正三
氏に師事する。

日本一深い湖「田沢湖」
深さ約420mは日本一で、日本百景に入る
湖。周囲約20kmの道路は、格好のサイク
ルコースとなっている。湖を40分程で巡る
遊覧船は、田沢湖レストハウスから出船し、4
月下旬から11月初旬まで利用できる。また、
湖上で黄金に輝く「たつこ像」は、田沢湖
一番の観光スポットであり、高村光太郎の
弟子である船越保武の手による作品。

紅葉が映える「抱返り渓谷」
玉川の中流域にある全長約10kmの渓
谷。角館から車で約15分ほどの便利な場
所にある。長い年月をかけて作られた絶壁
と独特なブルーの川が美しい。平坦で整備
されたトレッキングコースを30分ほど歩けば、
美しい「回顧の滝」が現れる。紅葉の時期
が一番美しく、JR角館駅からシャトルバスの
運行もある。

生きた温泉が実感できる「玉川温泉」
湯量（毎分9000ℓ）、酸性度（pH1.2）とも日
本一の湯が湧き出す。十和田八幡平国立
公園内にあり、熱泉が湧き出す所や岩から
吹き出す水蒸気が間近で見れる遊歩道が
整備されている。また、放射線を出す北投
石が日本で唯一採掘されるため、岩盤浴を
する人が多い。入浴施設は１カ所だけで日
帰り入浴もできる。

仙北市には自然が一杯

▲安藤醸造
（レンガ造り座敷蔵外）
仙北市角館町下新町27
TEL:0187-53-2008

◀座敷蔵内側
座敷蔵は仙北市指定有形
文化財
座敷蔵としては東北地方で
現存最古の遺構

武家屋敷「石黒家」
仙北市角館町表町下丁1 
TEL:0187-55-1496

▲石黒家の重厚な門は角館武家屋敷を代表する風景。

角館樺細工伝承館
仙北市角館町表町下丁10-1 TEL：0187-54-1700

経德さん製作の茶筒
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パルちゃんのレッツトライクッキング！ミズエおばあちゃんの知恵袋

新製品のご案内新製品のご案内 新製品のご案内新製品のご案内

最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能! 軽量・コンパクトな樹脂製化粧蓋で、エクステリアをスッキリ美しく！

グレー

塩 ビ 蓋 LK ハット
丸型150 ココアブラウン 金属製化粧枠 LK ハット

角型150 グレー

グレー ココアブラウン ココアブラウン

丸型150 角型150

トマトジュースで作る

ブロッコリーとチキンのトマトリゾット

手軽な食材を使って温かい
リゾットを作る！

２
〜
３

みなさんこんちわ、寒い日が続いていますね。
でも冬はこれからが本番。そんな寒いときには
温かいリゾットが体を温めてくれます。旬の食材
ブロッコリーを使って、残ったご飯とトマトジュース
でサクッと作れてしまいます。朝ご飯に、ランチに、
夜食にもピッタリです。

たまねぎはみじん切り、鶏肉とブロッコリー

を一口サイズに切ります

沸騰したら、ご飯を入れてかき混ぜます。

最後に粉チーズを入れてかき混ぜます。

フライパンにバターを熱し、たまねぎと鶏肉

とブロッコリーを軽く炒めます。

塩・コショウで軽く味付けします。

トマトジュースとコンソメを入れて煮立たせ

ます。

※トマト缶を使うときは水も加えてください。

ご飯はどんどんソー
スを吸い取りますの
で、ご飯を入れてか
らは手際よく。

ご飯 お茶碗２杯ぐらい、
トマトジュース（トマト缶でもOK） 400ccぐらい、
鶏の胸肉 100g、ブロッコリー 100g、
たまねぎ １/２個、
バター 20g（オリーブ油でも可）、
コンソメ顆粒 小さじ２、塩・コショウ 少々、
粉チーズ 大さじ４

塩

粉チーズ

「 結露対策 」

毛布

おばあちゃー
ん

じゃあ、どうすれば
結露ができないの？

お金のかからない
方法から教えるよ

一番簡単なのは「こまめな換気」。
ついでに押入れなどの
換気も忘れないでよ。

ガラ
ガラ

シュ

ブル

ブル
シュ

サッ

サッ

スタ

スタ

観葉植物や水槽を
窓や壁の近くに
置かない。

食器洗剤が入った水で
フキンを濡らし窓を
週一回ぐらい拭いて。

なるほど

吸水テープは
溜まった水滴を
シートで吸収。

それでもダメなら
ちょっとお金を使って

いいわね！

結露防止シートは
表面のデザインも
いろいろあるので
便利。

結露防止スプレーの
中には吹付けるだけ
のタイプがあるよ。

私は、やっぱり
この一番安上がり
なのががいいよ。

寒いから、
お婆ちゃん、
閉めてよー

ビュ
ー

ビュー

すごく
結露してるね。
結露を放っておくと…

カビを発生させ
ぜんそくやアトピーの原因に

ダニも増えて
アレルゲンの原因に

壁や建材が吸水し
建材が腐るよ

CO付コンパクト
カンペイLベンド
国交大臣認定取得
消防評定取得

国交大臣認定取得
（消防評定取得準備中）

CO付カンペイLベンド
国交大臣認定取得

（消防評定取得準備中）

CO付首長カンペイLベンド

掃除口の熱膨張材により
上階への炎の侵入を遮断！
掃除口の熱膨張材により
上階への炎の侵入を遮断！ CO蓋内部の熱膨張材がベンド内を閉塞。

（火災時に膨張開始）

下階からの熱や炎による延焼を防止。

A-A断面

塩ビ管で配管可能

塩ビ管で配管可能

塩ビ管で
配管可能

温度上昇が
抑えられる

貫通部温度：低

火災発生！

熱膨張材

CO蓋

A

A

延焼防止のしくみ

●コストダウン
　不燃材の代わりに
　安価な塩ビ管

メリットメリット

●簡単施工
　現場施工が容易な
　塩ビ管

●環境負荷低減
　廃材が軽減できる
　塩ビ管

延焼防止機能付脚部継手 L 小口径ます用化粧蓋LK

●景観の維持
•蓋表面に周りと同じ化粧材が使用可能。
•路面に露出する枠部は、2形状×2色。
•材質は耐食性に優れた硬質塩ビ。

●施工性の向上
•軽量・コンパクトで取扱いが容易。
•ますからの立上り管に接続する構造で、
　路面とのレベル合わせが簡単。

特　長特　長

（ご注意）
本製品に化粧材、内蓋、立上り管は含まれていません。
化粧材は現地調達・現地施工となります。

LKハット
にすると
LKハット
にすると

品揃え
仕　様
品揃え
仕　様
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返信ハガキには、お送りしました封筒の宛名に記載されている整理No.をお書きください。お願い

個人情報保護について

プレゼントプレゼント

どんどんおハガキ            お待ちしております！ 読者クイズ

180

本誌およびクボタケミックス製品に対するご意見、ご要望、イラス
ト、その他どんなことでも結構です。どしどしお寄せください。

正解者のなかから抽選
で40名様に記念品をプ
レゼント！

解 答 欄
（アルファベット記入）

パル

（PALに掲載させていただいた方には、記念品を進呈いたします）

角館の老舗「安藤醸造」の店舗では、主力のしょ
う油や味噌のほか、漬け物や稲庭うどんなどの
商品が豊富に陳列されています。休憩スペース
で試食した「しろだし」が美味でした。少量を買っ
て帰るのも良し、荷物が嫌な方には、地方発送も
できます。写真は県産大豆とあきたこまちの麹で
作った「家伝つぶみそ」と無添加・天然醸造の

「家伝醤油」です。

※1つの区切りに2つ以上の違いはなく、印刷の汚れ
も数えません。

右の2枚のイラスト、よ～く見れば少し
違う。上段と下段のイラストを見くらべて、
5つの違いを発見してください。解答は、
添付の解答用ハガキのマス目にアルファ
ベットを記入してお送りください。

違いは
どこにある？

まちがい探し
クイズ

お 便 り コ ー ナ ー 読 者 プ レ ゼ ント 付 ク イ ズ

第179号の正解
答：A,C,D,F,H, I

多数のご応募ありがとうございました。
正解者多数のため、抽選により記念品をお届けしました。

正解は６つでした。訂正して、お詫びいたします。

東京都・ホーメイ商工株式会社東京支店
高木　裕子さまの作品

新潟県・株式会社拓越購買課
遠田　恵利子さまの作品

長崎県・株式会社高木産業
宮崎さまの作品

※PAL編集部にお寄せいただいたハガキの文面や
イラスト、写真などは、作者の同意なく、本誌およ
びクボタケミックスホームページに掲載させていただ
くことがあります。また、ハガキはお返し致しませんの
で、予めご了承願います。

ご注意：イラスト・写真は、マンガのキャラクターや自治体のマス
コットなど著作権を侵害する恐れのあるものは掲載できま
せんのでご了承ください。
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正解の中から抽選で50名様に
記念品を進呈します。
解答のハガキのお名前は、楷書で
はっきりとお書きください。

PAL
お便り 　　

　
　

コーナー

お 便 り
コ ー ナ ー

抽選で
50名様に
プレゼント

抽選で
50名様に
プレゼント

いぶりがっこ スライスいぶりがっこ スライス
130g×3袋130g×3袋

秋田名物秋田名物

愛媛県・今治市頓田川土地改良区
菅　成二さま

災害でわかる水のありがたさ
先日、西日本豪雨で私の実家（野村町）が被

災しました。

おかげさまで、家族は無事で家にも被害があ

りませんでした。しかし、豪雨の土砂により、断

水がずっと続いております。

こんなときは、普段出るのが当たり前と思って

いる水のありがたみをつくづく感じています。ボ

ランティアに来てくださっている皆さまに感謝

するとともに一日も早い復旧を願っています。

■本当に昨年は、災害の多い年でした。豪雨

災害、台風、地震と立て続けに発生して、多く

の方々が被災されました。私どもも、被災され

た皆様方の一日も早い復旧をお祈り申し上

げます。

岡山県・東備水道管工事協同組合
山野井　梅香さま

鹿児島県のどこかわかりますか？
にっぽん探訪で行ってほしい所。

地名も名称も定かではないのですが、20年

位前に鹿児島へ旅行に行ったとき、レンタ

カーで泉めぐりをしました。そのときの１つに青

か緑の円い直径５mぐらいの泉へ行き、とて

も心が整ったのを覚えています。観光地にも

なっていたのですが、名前が分らないままです。

再度、訪れたい所です。

■鹿児島のどの辺りでしょうかね。離島を外し

たとしても、薩摩半島、大隅半島、霧島・姶

良エリアなど鹿児島も広いですからね。

大阪府・富田林市役所上下水道部水道工務課
鶴谷　法生さま

再任で施設点検に走り回る毎日
前回の続きですが、４月１日より再任用で水

道工務課浄水係で働いています。市役所か

ら少し離れた浄水場で勤務しています。

３月までは課長でしたので、一番後の席で偉

そうに座っていましたが、今は下っ端ですので、

市内一円にある水道施設の点検のために毎

日回っています。今年は大変暑い日が続くの

で汗びっしょりの毎日です。

暑いのは、土日の少年サッカーのコーチで慣

れていますが、毎日となると歳も歳ですのでこ

たえます。でも後、５年間は市役所でガンバリ

ます。

■続報をありがとうごうざいます。長年、水道

事業に関わってこられて、その経験を活かして

の点検活動は、また違った発見もあるのでは

ないでしょうか。ご健康に留意されまして、ご活

躍されることをお祈りいたします。

石川県・志賀町役場まち整備課上下水道室
藤田　秀樹さま

架橋ポリエチレン管を初めて知りました
当町では、平成30年１月末から２月上旬の大

雪寒波の影響で水道給水管（二次側）凍結

による破損が多発して、一時断水となりました。

件数が多く、業者の手が回らなくなるほどの

忙しい中、施工し易く、良い材料を使用してい

ると感じたのは、19ページで紹介された架橋

ポリエチレン管だったのです。担当者として認

識不足で、今回この製品を初めて知りました

し、今後も活用すべきと思いました。

■架橋ポリエチレン管あるいはポリブテン管

は、戸建てやマンションの床下に設置される

給水・給湯管の用途に採用を増やしています。

現場施工にも優れる他、工場でユニット化さ

れたプレファブ製品もあります。とくに、架橋ポ

リエチレン管は使用温度が、０～95℃と広い

のが特長です。

大阪府・有限会社浅井設備
浅井　順子さま

大衆演劇の女形に感激
大衆演劇にはまっています。

友だちに誘われて、初めて見に行きましたが、

女形の美しいこと。

踊りもさることながら、芝居もすばらしく、思わず

涙してしまいました。また、機会があれば気晴ら

しに行きたいと思います。（少ない劇団員の中

でチームワークよろしく、我々の仕事も少ない

人数の中でがんばっていきたいと思います。）

■昔は、大衆演劇が盛んだったみたいですが、

今でも地方、いや都会でも結構公演がありま

すね。お客さまの

大半が女性の方

だとか。劇場には

飲食をしながらリ

ラックスして見れる

劇場も多く、何と

なく人気の秘密が

わかります。

福島県・株式会社ヨウタ管理部
草野　義博さま

まちがい探しの間違いを発見
まちがい探しクイズの解答は、Cも正解ではな

いでしょうか。照明器具が横にスライドして隣

りのマス目に入っています。これだと、Cも違う

ことになります。

■ご指摘のとおりでございます。問題を難しく

するためにずらした照明が、別の間違いを産

んでしまいました。申し訳ありませんでした。

本誌同封のハガキにクイズの解答といっしょに
いろんなお便りをお待ちしております。

・クボタケミックスの製品について
・工事で困っていること・本誌の感想
・にっぽん探訪で行って欲しい所
・イラストや写真・皆さまの近況等々

書いて送ってネ！書いて送ってネ！
写真

イラスト

※消費期限等は包装に
　記載されていますので
　ご確認ください。

A

H

B

E

IF G

C

D

？ 5m
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　　  島
　　　   県



お客さまよりお預かりした個人情報は、本誌の送付先管理や各種照会に対する回答、クイズ当選景品の発送等
の他、キャンペーンや新製品情報等を書面やメールマガジンにてお送りするのに利用させていただきます。また、
商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形にして利用させていただきます。
なお、当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾なく第三者に提供
することはいたしません。（法令等により開示を求められた場合を除く。）また、個人データの安全管理が図られ
るよう、当社従業員、委託先等に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、印刷や送付等で個人データを第三
者との間で共同利用する場合は、当該第三者との間で契約や取決めを交わす等、法令上必要な措置を講じます。
※個人情報保護方針の詳細は、弊社ホームページ（http://www.kubota-chemix.co.jp）に掲載しております。

●編集後記●

返信ハガキには、お送りしました封筒の宛名に記載されている整理No.をお書きください。お願い

個人情報保護について

プレゼントプレゼント

どんどんおハガキ            お待ちしております！ 読者クイズ

180

本誌およびクボタケミックス製品に対するご意見、ご要望、イラス
ト、その他どんなことでも結構です。どしどしお寄せください。

正解者のなかから抽選
で40名様に記念品をプ
レゼント！

解 答 欄
（アルファベット記入）

パル

（PALに掲載させていただいた方には、記念品を進呈いたします）

角館の老舗「安藤醸造」の店舗では、主力のしょ
う油や味噌のほか、漬け物や稲庭うどんなどの
商品が豊富に陳列されています。休憩スペース
で試食した「しろだし」が美味でした。少量を買っ
て帰るのも良し、荷物が嫌な方には、地方発送も
できます。写真は県産大豆とあきたこまちの麹で
作った「家伝つぶみそ」と無添加・天然醸造の

「家伝醤油」です。

※1つの区切りに2つ以上の違いはなく、印刷の汚れ
も数えません。

右の2枚のイラスト、よ～く見れば少し
違う。上段と下段のイラストを見くらべて、
5つの違いを発見してください。解答は、
添付の解答用ハガキのマス目にアルファ
ベットを記入してお送りください。

違いは
どこにある？

まちがい探し
クイズ

お 便 り コ ー ナ ー 読 者 プ レ ゼ ント 付 ク イ ズ

第179号の正解
答：A,C,D,F,H, I

多数のご応募ありがとうございました。
正解者多数のため、抽選により記念品をお届けしました。

正解は６つでした。訂正して、お詫びいたします。

東京都・ホーメイ商工株式会社東京支店
高木　裕子さまの作品

新潟県・株式会社拓越購買課
遠田　恵利子さまの作品

長崎県・株式会社高木産業
宮崎さまの作品

※PAL編集部にお寄せいただいたハガキの文面や
イラスト、写真などは、作者の同意なく、本誌およ
びクボタケミックスホームページに掲載させていただ
くことがあります。また、ハガキはお返し致しませんの
で、予めご了承願います。

ご注意：イラスト・写真は、マンガのキャラクターや自治体のマス
コットなど著作権を侵害する恐れのあるものは掲載できま
せんのでご了承ください。
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正解の中から抽選で50名様に
記念品を進呈します。
解答のハガキのお名前は、楷書で
はっきりとお書きください。

PAL
お便り 　　

　
　

コーナー

お 便 り
コ ー ナ ー

抽選で
50名様に
プレゼント

抽選で
50名様に
プレゼント

いぶりがっこ スライスいぶりがっこ スライス
130g×3袋130g×3袋

秋田名物秋田名物

愛媛県・今治市頓田川土地改良区
菅　成二さま

災害でわかる水のありがたさ
先日、西日本豪雨で私の実家（野村町）が被

災しました。

おかげさまで、家族は無事で家にも被害があ

りませんでした。しかし、豪雨の土砂により、断

水がずっと続いております。

こんなときは、普段出るのが当たり前と思って

いる水のありがたみをつくづく感じています。ボ

ランティアに来てくださっている皆さまに感謝

するとともに一日も早い復旧を願っています。

■本当に昨年は、災害の多い年でした。豪雨

災害、台風、地震と立て続けに発生して、多く

の方々が被災されました。私どもも、被災され

た皆様方の一日も早い復旧をお祈り申し上

げます。

岡山県・東備水道管工事協同組合
山野井　梅香さま

鹿児島県のどこかわかりますか？
にっぽん探訪で行ってほしい所。

地名も名称も定かではないのですが、20年

位前に鹿児島へ旅行に行ったとき、レンタ

カーで泉めぐりをしました。そのときの１つに青

か緑の円い直径５mぐらいの泉へ行き、とて

も心が整ったのを覚えています。観光地にも

なっていたのですが、名前が分らないままです。

再度、訪れたい所です。

■鹿児島のどの辺りでしょうかね。離島を外し

たとしても、薩摩半島、大隅半島、霧島・姶

良エリアなど鹿児島も広いですからね。

大阪府・富田林市役所上下水道部水道工務課
鶴谷　法生さま

再任で施設点検に走り回る毎日
前回の続きですが、４月１日より再任用で水

道工務課浄水係で働いています。市役所か

ら少し離れた浄水場で勤務しています。

３月までは課長でしたので、一番後の席で偉

そうに座っていましたが、今は下っ端ですので、

市内一円にある水道施設の点検のために毎

日回っています。今年は大変暑い日が続くの

で汗びっしょりの毎日です。

暑いのは、土日の少年サッカーのコーチで慣

れていますが、毎日となると歳も歳ですのでこ

たえます。でも後、５年間は市役所でガンバリ

ます。

■続報をありがとうごうざいます。長年、水道

事業に関わってこられて、その経験を活かして

の点検活動は、また違った発見もあるのでは

ないでしょうか。ご健康に留意されまして、ご活

躍されることをお祈りいたします。

石川県・志賀町役場まち整備課上下水道室
藤田　秀樹さま

架橋ポリエチレン管を初めて知りました
当町では、平成30年１月末から２月上旬の大

雪寒波の影響で水道給水管（二次側）凍結

による破損が多発して、一時断水となりました。

件数が多く、業者の手が回らなくなるほどの

忙しい中、施工し易く、良い材料を使用してい

ると感じたのは、19ページで紹介された架橋

ポリエチレン管だったのです。担当者として認

識不足で、今回この製品を初めて知りました

し、今後も活用すべきと思いました。

■架橋ポリエチレン管あるいはポリブテン管

は、戸建てやマンションの床下に設置される

給水・給湯管の用途に採用を増やしています。

現場施工にも優れる他、工場でユニット化さ

れたプレファブ製品もあります。とくに、架橋ポ

リエチレン管は使用温度が、０～95℃と広い

のが特長です。

大阪府・有限会社浅井設備
浅井　順子さま

大衆演劇の女形に感激
大衆演劇にはまっています。

友だちに誘われて、初めて見に行きましたが、

女形の美しいこと。

踊りもさることながら、芝居もすばらしく、思わず

涙してしまいました。また、機会があれば気晴ら

しに行きたいと思います。（少ない劇団員の中

でチームワークよろしく、我々の仕事も少ない

人数の中でがんばっていきたいと思います。）

■昔は、大衆演劇が盛んだったみたいですが、

今でも地方、いや都会でも結構公演がありま

すね。お客さまの

大半が女性の方

だとか。劇場には

飲食をしながらリ

ラックスして見れる

劇場も多く、何と

なく人気の秘密が

わかります。

福島県・株式会社ヨウタ管理部
草野　義博さま

まちがい探しの間違いを発見
まちがい探しクイズの解答は、Cも正解ではな

いでしょうか。照明器具が横にスライドして隣

りのマス目に入っています。これだと、Cも違う

ことになります。

■ご指摘のとおりでございます。問題を難しく

するためにずらした照明が、別の間違いを産

んでしまいました。申し訳ありませんでした。

本誌同封のハガキにクイズの解答といっしょに
いろんなお便りをお待ちしております。

・クボタケミックスの製品について
・工事で困っていること・本誌の感想
・にっぽん探訪で行って欲しい所
・イラストや写真・皆さまの近況等々

書いて送ってネ！書いて送ってネ！
写真

イラスト

※消費期限等は包装に
　記載されていますので
　ご確認ください。
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近日発売！空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管・継手

那 覇 市 前 島 3 丁 目 1 番 1 5 号 大 同 生 命 那 覇 ビ ル 6 階
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PALお問い合わせ先 ／ 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号（東京本社内） 
　　　　　　　　　　　  （03）5695-3274
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2019 冬号

パル

https://www.kubota-chemix.co.jp

佐竹北家の武家屋敷が残る角館と周辺の自然を散策
（秋田県・仙北市）

にっぽん探訪

■圧力用高密度ポリエチレン管
　（鹿児島県霧島市）
■ケーブル保護管
　（沖縄県北中城村）

施工現場レポート

日本の稲作を変えるほ場水管理システム
「WATARAS（ワタラス）」

KC空調 ・継手
保温材レスで施工手間を低減し、コスト縮減に貢献します！

パッケージエアコンの場合

パッケージエアコン

ドレンホースなど 空調ドレンパイプ・継手

冷媒液管

冷媒ガス管

従来施工［配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）に保温材を巻く］に比べて多くのメリットがあります。

保温工事
接着はカラータフダインブルー

をご使用ください。

切管も接合も DV 接合と同等

従 来 施 工

1回の工事

空調ドレンで

施工手順の簡略化11 33

4422 DV接合のように施工はカンタン

透明継手なので接着確認が目視で可能

初期コストの縮減が可能

＋

ドレン
配管工事

保温工事の作業者が
いらず、ドレン配管から
冷媒配管まで、

同一作業者で
作業が可能

構　造

特　長

使用範囲

項　　目

用　　途

使用水圧

使用温度

呼 び 径

　　使用条件

空調ドレン用配管専用

無圧

常温（5℃～35℃）

20～５０

保温工事が不要です。
従来施工と比較して約55.0～46.5％※に
初期コストが削減できます。 ※当社試算例

硬質塩ビ層（スキン層）
硬質なので変形しに
くく、継手接続が確実
にできる。

塩ビ発泡層
断熱効果・結露防止
に優れた
発泡塩化ビニル層

外径：1サイズ上のVPパイプと同寸法

■ 空調ドレンパイプ
３層構造〔硬質塩ビ層（スキン層）＋塩ビ発泡層＋硬質塩ビ層〕

■ 透明空調ドレン継手
接合部分は透明

ABS発泡層
継手部の断熱性を
高めて、結露を防止硬質塩ビ層

ドレン排水の掃流性
を確保

透明樹脂（ABS）
色付接着剤を
目視で確認可能

DV受口
同等形状


