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ご 注 意 
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やサンプルに基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いかねます。 

・本書の記載内容は、お客様固有の問題に対して必ずしも同じ状況が再現されているとは限りません。 

結果についてはいかなる保証も責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 

・本書の内容は『FILDER Rise Ver2.2』以降に準拠しています。 

・その他、本書に記載されている会社名、製品名は、一般に各社、個人の登録商標または商標です。 
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配管用途マスター（Rise V2.2)

主用途 用途名称 系統名称
［衛生］ 上水給水 給水1：VLP（VA） VLP（VA）、ねじ込み式管端防食継手

給水2：VLP（VB） VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手
給水3：VLP（VD） VLP（VD）、埋設配管用ねじ込み式管端防食継手
給水4：VP（TS） VP、TS
給水5：HIVP HI、耐衝撃性硬質塩ビ（HI管）
給水6：SUS SUS、ねじ込み・溶接
給水7：SUS（モルコ） SUS、モルコ
給水8：SUS（ナイス） SUS、ナイス
給水9：SUS（アバカス） SUS、アバカス
給水10：SUS（タイニージョイント） タイニージョイント
給水11：SUS（SAS354） SAS354
給水12：SUS（ダブルプレス） SUS、ダブルプレス
給水13：サヤフレキ サヤフレキ（サヤ管）
給水14：架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管
給水15：ポリブデン管 ポリブデン管
給水16：ポリエチレン管 ポリエチレン管
給水17：SGP SGP（白）
給水18：SGP管（LAカップリング） SGP（LAカップリング）
給水19：水道配水用ポリエチレン管 PEP
給水20：SGR SGR
給水21：建築設備用ポリエチレン管継手 AW

［衛生］ 給湯送り 給湯1：CUP（M） CUP（M）、配管用銅管
給湯2：CUP（L） CU（L）、配管用銅管
給湯3：SUS SUS、ねじ込み・溶接（給湯）
給湯4：SUS（モルコ） SUS、モルコ（給湯）
給湯5：SUS（ナイス） SUS、ナイス（給湯）
給湯6：SUS（アバカス） SUS、アバカス
給湯7：SUS（タイニージョイント） タイニージョイント
給湯8：SUS（SAS354） SAS354
給湯9：HTVP HT、耐熱性硬質塩ビ（HT管）
給湯10：HTLP HTLP、NS
給湯11：HTLP（UX） HTLP、UX
給湯12：サヤフレキ サヤフレキ（サヤ管）（給湯）
給湯13：架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管（給湯）
給湯14：ポリブデン管 ポリブデン管（給湯）
給湯15：ポリブテン管（JFE） ポリブテン管（JFE）
給湯16：SGP SGP（白）

［衛生］ 給湯返り 給湯返り1：CUP（M） CUP（M）、配管用銅管
給湯返り2：CUP（L） CUP（Ｌ）、配管用銅管
給湯返り3：SUS SUS、ねじ込み・溶接（給湯）
給湯返り4：SUS（モルコ） SUS、モルコ（給湯）
給湯返り5：SUS（ナイス） SUS、ナイス（給湯）
給湯返り6：SUS（アバカス） SUS、アバカス
給湯返り7：SUS（タイニージョイント） タイニージョイント
給湯返り8：SUS（SAS354） SAS354
給湯返り9：HTVP HT、耐熱性硬質塩ビ（HT管）
給湯返り10：HTLP HTLP、NS
給湯返り11：HTLP（UX） HTLP、UX
給湯返り12：サヤフレキ サヤフレキ（サヤ管）（給湯）
給湯返り13：架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管（給湯）
給湯返り14：ポリブデン管 ポリブデン管（給湯）
給湯返り15：ポリブテン管（JFE） ポリブテン管（JFE）
給湯返り16：SGP SGP（白）

［衛生］ 膨張 膨張1：SGP SGP（膨張）
［衛生］ 補給水 補給水1：VLP（VB） VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手（補給水）

補給水2：SUS SUS、ねじ込み・溶接
［衛生］ 薬液注入 薬液注入1：VP（TS） VP、TS
［衛生］ 中水 中水1：SGP SGP（白）
［衛生］ 工業用水 工業用水1：VP VP、硬質塩ビ管（DV）

工業用水2：VU VU
［衛生］ ボイラブロー ボイラブロー1：SUS SUS、ねじ込み
［衛生］ 雑排水 雑排水1：硬質塩ビ管（DV） VP、硬質塩ビ管（DV）

雑排水2：耐火ニ層管 耐火ニ層管
雑排水3：ドレネジ SGP（白）、ドレネジ
雑排水4：HTDV HTLP、HTDV
雑排水5：DVLP DVLP、ETM
雑排水6：MD DVLP、MD

［衛生］ 厨房排水 厨房用排水1：HTLP HT、耐熱性硬質塩ビ（HT管）
［衛生］ 汚水排水 汚水1：硬質塩ビ管（DV） VP、硬質塩ビ管（DV）



配管用途マスター（Rise V2.2)

主用途 用途名称 系統名称
汚水2：DVLP DVLP、ETM
汚水3：ドレネジ TEX、DR・MD
汚水4：鋳鉄管（メカニカル） 鋳鉄管（メカニカル）
汚水5：耐火ニ層管 耐火ニ層管
汚水6：MD DVLP、MD
汚水7：VU VU
汚水8：耐火DV 耐火DV
排水1：塩ビ製小口径マス（VP） VP、塩ビ製小口径マス
排水2：塩ビ製小口径マス（VU） VU、塩ビ製小口径マス
排水3：スリーレス消音ニ層管 スリーレス消音ニ層管

［衛生］ 雨水排水 雨水排水1：VP VP、硬質塩ビ管（DV）
雨水排水2：VU VU
雨水排水3：SGP SGP（白）

［衛生］ 通気 通気1：硬質塩ビ管（DV） 通気、VP、硬質塩ビ管（DV）
通気2：耐火ニ層管 耐火ニ層管（通気）
通気3：SGP SGP（白）、MD（通気）
通気4：換気用塩化ビニル2管路管 換気用塩化ビニル2管路管
通気5：換気用耐火2管路管 換気用耐火2管路管
通気6：耐火DV 耐火DV

［衛生］ 床暖房 床暖房1：架橋ポリエチレン 架橋ポリエチレン（給湯）
［衛生］ 消火栓 消火1：SGP SGP（消火）

消火2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管
消火3：STP（ベストジョイント） SGP（白）、ベストジョイント

［衛生］ 凍結送水 凍結送水1：SGP SGP（消火）
凍結送水2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管

［衛生］ 凍結散水 凍結散水1：SGP SGP（消火）
凍結散水2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管

［衛生］ スプリンクラ スプリンクラ1：SGP SGP（消火）
スプリンクラ2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管

［衛生］ 水噴霧消火 水噴霧消火1：SGP SGP（消火）
水噴霧消火2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管

［衛生］ ハロゲン化物消火 ハロゲン化物消火1：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管
［衛生］ 散水 散水1：SGP SGP（消火）

散水2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管
［衛生］ 屋内消火栓 屋内消火栓1：SGP SGP（消火）

屋内消火栓2：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管
［衛生］ 屋外消火栓 屋外消火栓3：SGP SGP（消火）

屋外消火栓4：STPG 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管
［衛生］ 低圧ガス ガス1：PE PE（ガス）

ガス2：溶接 SGP（黒）、溶接（ガス）
ガス3：ねじ込み SGP（白）、ねじ込み（ガス）

［空調］ 蒸気 蒸気1（往）：SGP SGP（黒）（空調）
蒸気2（往）：SCH SCH（空調）
蒸気3（往）：SUS SUS、ナイス（蒸気）

［空調］ 還水 蒸気1（還）：SGP SGP（黒）（空調）
蒸気2（還）：SCH SCH（空調）
蒸気3（還）：SUS SUS、ナイス（蒸気）

［空調］ 油送り 油1（往）：SGP SGP（黒）（油）
［空調］ 油返り 油1（還）：SGP SGP（黒）（油）
［空調］ 冷媒 冷媒：冷媒配管用鋼管 冷媒配管用鋼管
［空調］ 冷却水送り 冷却水1（往）：SGP SGP（白）（空調）

冷却水2（往）：VLP（VB） VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手（空調）
［空調］ 冷却水返り 冷却水1（還）：SGP SGP（白）（空調）

冷却水2（還）：VLP（VB） VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手（空調）
［空調］ 冷水送り 冷水1（往）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 冷水返り 冷水1（還）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 温水送り 温水1（往）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 温水返り 温水1（還）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 高温水送り 高温水1（往）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 高温水返り 高温水1（還）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 冷温水送り 冷温水1（往）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ 冷温水返り 冷温水1（還）：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ ブライン送り ブライン送り1：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ ブライン返り ブライン返り1：SGP SGP（白）（空調）
［空調］ ドレン（排水） ドレン1：硬質塩ビ管（AC） AC、硬質塩ビ管

ドレン2：硬質塩ビ管（AD） 空調ドレン用硬質塩ビ管
ドレン3：硬質塩ビ管 硬質塩ビ管、TS・DV（空調）
ドレン4：ドレネジ SGP（白）、ドレネジ（空調）
ドレン5：耐火ニ層管 耐火ニ層管（空調）
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主用途 用途名称 系統名称
ドレン6：SGP SGP（白）、MD

［空調］ 生産冷却水 生産冷却水1：SGP SGP（白）（空調）
生産冷却水2：VLP（VB） VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手

［空調］ 薬液 薬液：VP（TS） VP、TS
［衛生］ 上水給水 （BCS）給水管<上水> （BCS）一般配管
［衛生］ 雑用水給水 （BCS）給水管<雑用水> （BCS）一般配管
［衛生］ 給湯送り （BCS）給湯送り管 （BCS）一般配管
［衛生］ 給湯返り （BCS）給湯返り管 （BCS）一般配管
［衛生］ 通気 （BCS）通気管 （BCS）一般配管
［衛生］ 汚水排水 （BCS）汚水管<A> （BCS）汚水管<A>
［衛生］ 汚水排水 （BCS）汚水管<B> （BCS）汚水管<B>
［衛生］ 汚水排水 （BCS）排水管 （BCS）排水管
［衛生］ 低圧ガス （BCS）ガス管 （BCS）一般配管
［空調］ 低圧蒸気 （BCS）低圧蒸気送り管 （BCS）一般配管
［空調］ 低圧還水 （BCS）低圧蒸気返り管 （BCS）一般配管
［空調］ 空気抜き （BCS）空気抜き管 （BCS）一般配管
［空調］ 冷温水送り （BCS）冷温水送り管 （BCS）一般配管
［空調］ 冷温水返り （BCS）冷温水返り管 （BCS）一般配管
［空調］ 膨張 （BCS）膨張管 （BCS）一般配管
［空調］ 冷媒 （BCS）冷媒管 （BCS）冷媒管
［空調］ ドレン（排水） （BCS）ドレン管 （BCS）ドレン管
［空調］ スプリンクラ （BCS）スプリンクラ管 （BCS）一般配管
［空調］ 消火栓 （BCS）消火栓管 （BCS）一般配管
［電気］ 電線 ねじなし電線管　E ねじなし電線管　E

厚鋼電線管　G 厚鋼電線管　G
薄鋼電線管　C 薄鋼電線管　C
ポリエチライニング電線管（ねじ付き） ポリエチライニング電線管
ポリエチライニング電線管（ねじなし） ねじなしポリエチライニング電線管
硬質ビニル電線管 硬質ビニル電線管
波付硬質合成樹脂管（FEP） 波付硬質合成樹脂管（FEP）
金属製可とう電線管 金属製可とう電線管



配管系統マスター（Rise V2.2)

系統名称 継手名称
DVLP、ETM ETM-DVLP用継手
HTLP、NS NS-HTLP用継手
DVLP、MD MD-排水鋼管用可とう継手
SGP（白）、ねじ込み SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
SGP（白）、溶接 FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
STPG、差し込み溶接 SSW-配管用鋼製差し込み溶接式継手
STPG、溶接 FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
SUS、モルコ MLC-モルコジョイント
VB、ねじ込み SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
アルファ管 ARFA-アルファ管
耐火ニ層管 FDP-モルタルビニル二層管継手
SGP（白）、ドレネジ DR-ドレネジ

 125A～MD-排水鋼管用可とう継手
ヒューム管 TMP
鉛管 MEKA-メカニカルジョイント
VP、硬質塩ビ管（DV） DV-排水用硬質塩ビ管継手
VU、硬質塩ビ管（DV） DV-排水用硬質塩ビ管継手
VP、硬質塩ビ管（TS） TS-水道用硬質塩ビ管継手

 30A～DV-排水用硬質塩ビ管継手
HT、耐熱性硬質塩ビ（HT管） HT-耐熱性硬質塩ビ管継手
鋳鉄管（メカニカル） MEKA-メカニカルジョイント
CU（L）、配管用銅管 CU-銅管継手
サヤフレキ（サヤ管） SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品
冷媒配管用銅管 冷媒配管用継手
汚水管記号付き鋼管 汚水管記号付き継手
SGP（黒）、ねじ込み SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
SCH、ねじ込み SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
SGP（黒）、溶接 FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
SCH、溶接 FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
SGP（白） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
SGP（黒） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
SCH SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手
HI、耐衝撃性硬質塩ビ（HI管） HI-水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手
VP、塩ビ製小口径マス MASU-塩ビ製小口径マス

～65A　DV-排水用硬質塩ビ管継手
SUS、溶接 SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手
換気用塩化ビニル2管路管 VP125-換気用塩化ビニル2管路継手
換気用耐火2管路管 TMP125-換気用耐火2管路管継手
SGP、ねじ込み式管端防食継手 PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手
圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管 HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（消火）
SGP（白）、トップジョイント TJ-トップショイント
SGP（白）、TAKフランジ付継手 TAK-TAKフランジ付き継手
SUS、ナイス NJ-ナイスジョイント
架橋ポリエチレン管 KP-KP継手
ポリブデン管 KP-KP継手
VLP（VA）、ねじ込み式管端防食継手 PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手

 125A～TAK-TAKフランジ付き継手
VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手 PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手

 125A～TAK-TAKフランジ付き継手
VLP（VD）、埋設配管用ねじ込み式管端防食継手 PCPQK-埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手

 125A～TAK-TAKフランジ付き継手
CUP（M）、配管用銅管 CU-銅管継手
通気、VP、硬質塩ビ管（DV） 通気用-DV-排水用硬質塩ビ管継手
ポリエチレン管 PP-ポリエチレン管用金属継手
空調ドレン用硬質塩ビ管 AD-空調ドレン用硬質塩ビ管継手
（BCS）一般配管 （BCS）一般配管継手
（BCS）汚水管<A> （BCS）汚水管継手<A>
（BCS）汚水管<B> （BCS）汚水管継手<B>
（BCS）排水管 （BCS）排水管継手
（BCS）冷媒管 （BCS）冷媒管継手
（BCS）ドレン管 （BCS）ドレン管継手
HTLP、UX UX-UX継手
ポリブデン管（JFE） JFE-JFEポリブテン管用継手
HTLP、HTDV HTDV-高温排水用継手



配管系統マスター（Rise V2.2)

系統名称 継手名称
スリーレス消音ニ層管 THL-スリーレス継手
SUS、ねじ込み SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手
SUS、アバカス ABACUS-アバカス継手
VP、TS TS-水道用硬質塩ビ管継手
DVLP、MD（空調） MD-排水鋼管用可とう継手（空調）
SGP（白）、ドレネジ（空調） DR-ドレネジ（空調）

 125A～MD-排水鋼管用可とう継手（空調）
SGP（白）、MD SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

 125A～MD-排水鋼管用可とう継手（空調）
耐火ニ層管（空調） FDV-小口径耐火二層管継手

 40A～FDP-モルタルビニル二層管継手（空調）
硬質塩ビ管、TS・DV（空調） TS-水道用硬質塩ビ管継手（空調）

 30A～DV-硬質塩化ビニル継手（空調）
SUS、ねじ込み・溶接 SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手

 65A～SUSステンレス鋼製突合せ溶接式管継手
架橋ポリエチレン管（給湯） KP-KP継手（給湯）
ポリブデン管（給湯） KP-KP継手（給湯）
サヤフレキ（サヤ管）（給湯） SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品（給湯）
SUS、ねじ込み・溶接（給湯） SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手（給湯）

 65A～SUSステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（給湯）
SUS、ナイス（給湯） NJ-ナイスジョイント（給湯）
SUS、モルコ（給湯） MLC-モルコジョイント（給湯）
TEX、DR・MD DR-ドレネジ

 125A～MD-排水鋼管用可とう継手
SGP（消火） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（消火）

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（消火）
SGP（白）（空調） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（空調）

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（空調）
VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手（空調） PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（空調）

 125A～TAK-TAKフランジ付き継手（空調）
SGP（黒）（空調） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（黒）
SCH（空調） HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手（蒸気）

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（蒸気）
SUS、ナイス（蒸気） NJ-ナイスジョイント（蒸気）

 65A～SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（蒸気）
SGP（黒）（油） FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（油）
VLP（VB）、ねじ込み式管端防食継手（補給水） PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（補給水）

 125A～TAK-TAKフランジ付き継手（補給水）
耐火ニ層管（通気） FDP-モルタルビニル二層管継手（通気）
SGP（白）、MD（通気） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（通気）

 125A～MD-排水鋼管用可とう継手（通気）
SGP（膨張） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（膨張）

 65A～FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（膨張）
VU VU-排水用塩化ビニル管VU継手
PEP PEP-水道配水用ポリエチレン管継手
耐火DV FS-耐火DV継手
SAS354 SAS354-一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接継手
SGR SGR-水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手
PE（ガス） PE-ガス用ポリエチレン管継手
タイニージョイント TINY-タイニージョイント
SGP（黒）、溶接（ガス） FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（ガス）
SGP（白）、ねじ込み（ガス） SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（ガス）
AW AW-建築設備用ポリエチレン管継手
PEL PEL-F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手
VU、申請図排水用マス WDM-申請図排水用マス
VP、申請図排水用マス WDM-申請図排水用マス
架橋ポリエチレン管、エスロカチット KH-エスロカチット
VU、塩ビ製小口径マス MASU-塩ビ製小口径マス

～65A　VU-排水用塩化ビニル管VU継手
AC、硬質塩ビ管 AC-ACドレン継手
ＳＵＳ，ダブルプレス WP-ダブルプレス
ＳＧＰ(白)，ベストジョイント BJ-ベストジョイント
高耐食性めっき鋼板／標準／Ｌ 高耐食性めっき鋼板／標準／Ｌ
高耐食性めっき鋼板／標準／Ｈ 高耐食性めっき鋼板／標準／Ｈ
高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｌ 高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｌ
高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｈ 高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｈ
ＳＵＳ／標準／Ｌ ＳＵＳ／標準／Ｌ
ＳＵＳ／標準／Ｈ ＳＵＳ／標準／Ｈ



配管系統マスター（Rise V2.2)

系統名称 継手名称
ＳＵＳ／ステップオン／Ｌ ＳＵＳ／ステップオン／Ｌ
ＳＵＳ／ステップオン／Ｈ ＳＵＳ／ステップオン／Ｈ
ＳＧＰ（LAカップリング） LA-ＬＡカップリング
ねじなし電線管　E 電線管継手（ねじなし）
厚鋼電線管　G 厚鋼電線管継手
薄鋼電線管　C 薄鋼電線管継手
ポリエチライニング電線管（ねじ付き） ポリエチライニング電線管
ポリエチライニング電線管（ねじなし） ねじなしポリエチライニング電線管
硬質ビニル電線管 硬質ビニル電線管継手
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ） TMP
金属製可とう電線管 TMP



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲りエルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲りY 排水用硬質塩化ビニル管継手45°Y

排水用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手90°Y
排水用硬質塩化ビニル管継手ロングサニタリーベンド 排水用硬質塩化ビニル管継手掃除口付90°大曲りY

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y

FDP-モルタルビニル二層管継手 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りエルボ 繊維モルタルビニル二層管継手45°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りY 繊維モルタルビニル二層管継手45°Y
繊維モルタルビニル二層管継手90°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°Y
繊維モルタルビニル二層管継手サニタリーベンド
繊維モルタルビニル二層管継手掃除口付90°大曲りY

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

ETM-DVLP用継手 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管90°大曲りエルボ 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管45°エルボ 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管90°大曲りY 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管45°Y
建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管90°エルボ 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管90°Y

建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管ロングST
NS-HTLP用継手 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手90°エルボ 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手45°エルボ 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手ティーズ

ARFA-アルファ管 アルファコーティング鋼管90度ベンド アルファコーティング鋼管45度ベンド アルファコーティング鋼管90度Y管 アルファコーティング鋼管45度Y管
アルファコーティング鋼管鉛管接続用90度Y管 アルファコーティング鋼管鉛管接続用45度Y管

CU-銅管継手 水道用銅管継手エルボ 水道用銅管継手45°エルボ 水道用銅管継手ティーズ
水道用銅管継手90°エルボB
水道用銅管継手水栓エルボ

DR-ドレネジ ねじ込み式排水管継手90°大曲りエルボ ねじ込み式排水管継手45°エルボ ねじ込み式排水管継手90°大曲りY ねじ込み式排水管継手45°Y
ねじ込み式排水管継手90°エルボ ねじ込み式排水管継手90°Y
ねじ込み式排水管継手90°タッカーエルボ ねじ込み式排水管継手通気T



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲り両Y 排水用硬質塩化ビニル管継手インクリーザ－

排水用硬質塩化ビニル管継手ソケット
排水用硬質塩化ビニル管継手バルブ用ソケット

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁式）

FDP-モルタルビニル二層管継手 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲り両Y 繊維モルタルビニル二層管継手インクリーザー
繊維モルタルビニル二層管継手ソケット

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手 鋼製突合せ溶接式管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
鋼製突合せ溶接式管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スウィング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スウィング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

ETM-DVLP用継手 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管ソケット
建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管掃除口付ソケット

NS-HTLP用継手 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

ARFA-アルファ管 アルファコーティング鋼管片落管 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
バタフライ弁（10Kレバー式）

CU-銅管継手 水道用銅管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kソルダー）
水道用銅管継手フィッティングレデューサ 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
水道用銅管継手（オスネジアダプターA） 仕切弁（青銅10Kソルダー）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

DR-ドレネジ ねじ込み式排水管継手90°大曲り両Y ねじ込み式排水管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ねじ込み式排水管継手90°両Y 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手掃除口（VCO） 床上掃除口（非防水層用）

排水用硬質塩化ビニル管継手フランジ形掃除口 床上掃除口（防水層用）

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込み合フランジ 床上掃除口（非防水層用）
アングル弁（青銅10Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込みフランジ 床上掃除口（防水層用）

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
5K閉止フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K閉止フランジ

FDP-モルタルビニル二層管継手 繊維モルタルビニル二層管継手掃除口 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） 三方弁（混合ねじ込み形） 5Kねじ込み合フランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
5K閉止フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K閉止フランジ

ETM-DVLP用継手 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管CO栓 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

NS-HTLP用継手 安全弁（16Kねじ込み形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

ARFA-アルファ管 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

CU-銅管継手 安全弁（16Kねじ込み形） 5K差込み溶接式合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 5K差込み溶接式フランジ

10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

DR-ドレネジ 5K差込み溶接式フランジ 床上掃除口（非防水層用）
5K差込み溶接式合フランジ 床上掃除口（防水層用）
10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
HT-耐熱性硬質塩ビ管継手 耐熱性硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 耐熱性硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 耐熱性硬質塩化ビニル管継手ティーズ

耐熱性硬質塩化ビニル管継手90°ベンド 耐熱性硬質塩化ビニル管継手45°ベンド 耐熱性硬質塩化ビニル管継手ティーズ65A以上
耐熱性硬質塩化ビニル管継手給水栓エルボ 耐熱性硬質塩化ビニル管継手給水栓ティーズ
耐熱性硬質塩化ビニル管継手給水栓ロングエルボ

MD-排水鋼管用可とう継手 排水鋼管用可とう継手90°大曲りエルボ 排水鋼管用可とう継手45°エルボ 排水鋼管用可とう継手90°大曲りY 排水鋼管用可とう継手45°Y
排水鋼管用可とう継手90°エルボ 排水鋼管用可とう継手90°Y
排水鋼管用可とう継手流し排水用ロングエルボ 排水鋼管用可とう継手ロングST

MEKA-メカニカルジョイント メカニカル形排水用鋳鉄異形管90°長曲管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管45°曲管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管90°Y管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管Y管
メカニカル形排水用鋳鉄異形管90°短曲管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管排水T管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用Y管

メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用90°Y管
メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用排水T管
メカニカル形排水用鋳鉄異形管塩化ビニル接続用

MLC-モルコジョイント モルコジョイント90°エルボ モルコジョイント45°エルボ モルコジョイントティーズ
モルコジョイント片ソケット90°エルボ モルコジョイント片ソケット45°エルボ モルコジョイント水栓ティーズ
モルコジョイント水栓エルボ

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品 サヤフレキ（サヤ管）小曲り サヤフレキ（サヤ管）45°小曲り サヤフレキ（サヤ管）ティーズ
サヤフレキ（サヤ管）中曲り サヤフレキ（サヤ管）45°中曲り
サヤフレキ（サヤ管）大曲り サヤフレキ（サヤ管）45°大曲り

TS-水道用硬質塩ビ管継手 水道用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 水道用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 水道用硬質塩化ビニル管継手ティーズ
水道用硬質塩化ビニル管継手給水栓エルボ 水道用硬質塩化ビニル管継手給水栓用ティーズ
水道用硬質塩化ビニル管継手給水栓ロングエルボ

VLPF-フランジ付き継手 フランジ付継手90°エルボ フランジ付継手45°エルボ フランジ付継手90°ティーズ

SSW-配管用鋼製差し込み溶接式継手 配管用鋼製差込み溶接式継手90°エルボ 配管用鋼製差込み溶接式継手45°エルボ 配管用鋼製差込み溶接式継手ティーズ 配管用鋼製差込み溶接式継手45°Y

CUR-冷媒用銅管継手 差込み銅製継手90°エルボ 差込み銅製継手45°エルボ 差し込み銅製継手ティーズ
TMP
冷媒配管用継手 レフネット用90°エルボ レフネット用45°エルボ レフネットジョイントT レフネットジョイントY

レフネットジョイントWT
汚水管記号付き継手 汚水管記号付き継手90°大曲りエルボ 汚水管記号付き継手45°エルボ 汚水管記号付き継手90°Y 汚水管記号付き継手45°Y

汚水管記号付き継手90°エルボ 汚水管記号付き継手通気T
NJ-ナイスジョイント ナイスジョイント90°エルボ ナイスジョイント45°エルボ ナイスジョイント90°ティーズ

ナイスジョイント給水栓エルボ ナイスジョイント給水栓ティーズ
ナイスジョイント座付水栓エルボ ナイスジョイント座付給水栓用ティーズ
ナイスジョイント座付給水栓用エルボ ナイスジョイントフランジ式ティーズ
ナイスジョイントフランジ式90°エルボ ナイスジョイントフランジ式チー（ロングタイプ）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
HT-耐熱性硬質塩ビ管継手 耐熱性硬質塩化ビニル管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）

耐熱性硬質塩化ビニル管継手メタル入りバルブ用ソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
耐熱性硬質塩化ビニル管継手給水栓ソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

MD-排水鋼管用可とう継手 排水鋼管用可とう継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

MEKA-メカニカルジョイント メカニカル形排水用鋳鉄異形管90°両Y管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管両Y管 メカニカル形排水用鋳鉄異形管片落ち管

MLC-モルコジョイント モルコジョイントレデューサ コアコートゲート弁5K
モルコジョイントソケット コアコートゲート弁10K
モルコジョイント水栓ソケット バタフライ弁（10Kギア式）
モルコジョイントベアタイプソケット コアコートボール弁10K
モルコジョイント雌アダプター付ソケット コアコートスイング式逆止弁
モルコジョイント雄アダプター付ソケット（1型） コアコートリフト式逆止弁
モルコジョイント雄アダプター付ソケット（2型） バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品 コアコートゲート弁5K
コアコートゲート弁10K
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁

TS-水道用硬質塩ビ管継手 水道用硬質塩化ビニル管継手ソケット コアコートゲート弁5K
水道用硬質塩化ビニル管継手バルブ用ソケット コアコートゲート弁10K
水道用硬質塩化ビニル管継手VCSソケット バタフライ弁（10Kギア式）
耐熱性硬質塩化ビニル管継手メタル入りバルブ用ソケット コアコートボール弁10K
水道用硬質塩化ビニル管継手ユニオンソケット コアコートスイング式逆止弁
耐熱性硬質塩化ビニル管継手給水栓ソケット コアコートリフト式逆止弁

バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

VLPF-フランジ付き継手 フランジ付継手レデューサ 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
バタフライ弁（10Kレバー式）

SSW-配管用鋼製差し込み溶接式継手 配管用鋼製差込み溶接式管継手クロス 配管用鋼製差込み溶接式管継手フルカップリング 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
バタフライ弁（10Kレバー式）

CUR-冷媒用銅管継手 銅製(インクリーザ)
TMP
冷媒配管用継手 レフネット用レデューサ

汚水管記号付き継手 汚水管記号付き継手90°両Y 汚水管記号付き継手45°両Y

NJ-ナイスジョイント ナイスジョイントソケット ナイスジョイントゲートバルブ
ナイスジョイントフランジ式ソケット ナイスジョイントミニボール（レジュースドボア）
ナイスジョイントフランジ式径違いソケット コアコートゲート弁5K
ナイスジョイントレジュースドフランジ コアコートゲート弁10K
ナイスジョイントレジュースドフランジ（ロングタイプ） バタフライ弁（10Kギア式）
ナイスジョイントブッシュ コアコートボール弁10K
ナイスジョイントおすアダプタ（バルブソケット） コアコートスイング式逆止弁
ナイスジョイント絶縁ユニオン コアコートリフト式逆止弁

バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
HT-耐熱性硬質塩ビ管継手 耐熱性硬質塩化ビニル管継手キャップ 水道用硬質塩化ビニル管継手TS5Kフランジ

水道用硬質塩化ビニル管継手TS10Kフランジ
耐熱性硬質塩化ビニル管継手HT・TS10Kフランジ

MD-排水鋼管用可とう継手 排水鋼管用可とう継手CO栓 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

MEKA-メカニカルジョイント メカニカル形排水用鋳鉄異形管COC継手 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

MLC-モルコジョイント 安全弁（16Kねじ込み形） モルコジョイントキャップ SUSねじ込みフランジ5K
安全弁（16Kフランジ形） 5Kステンレス製溶接式管フランジ

SUSねじ込みフランジ10K
10Kステンレス製溶接式管フランジ

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品

TS-水道用硬質塩ビ管継手 水道用硬質塩化ビニル管継手キャップ 水道用硬質塩化ビニル管継手TS5Kフランジ
水道用硬質塩化ビニル管継手TS10Kフランジ
水道用硬質塩化ビニル管継手ソケットフランジ

VLPF-フランジ付き継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） 三方弁（混合ねじ込み形） 5K差込み溶接式合フランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 10K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ

SSW-配管用鋼製差し込み溶接式継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） 三方弁（混合ねじ込み形） 配管用鋼製差込み溶接式管継手キャップ 5K差込み溶接式合フランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 10K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ

CUR-冷媒用銅管継手
TMP
冷媒配管用継手

汚水管記号付き継手

NJ-ナイスジョイント 安全弁（16Kねじ込み形） ナイスジョイントキャップ ナイスジョイント貫通フランジ
安全弁（16Kフランジ形）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
DIPK-K形ダクタイル鋳鉄管継手 K形ダクタイル鋳鉄異形管90°曲管 K形ダクタイル鋳鉄異形管45°曲管 K形ダクタイル鋳鉄異形管二受T字管

K形ダクタイル鋳鉄異形管フランジ付T字管

DIPT-T形ダクタイル鋳鉄管継手 T形ダクタイル鋳鉄異形管90°曲管 T形ダクタイル鋳鉄異形管45°曲管 T形ダクタイル鋳鉄異形管二受T字管
T形ダクタイル鋳鉄異形管フランジ付T字管

MASU-塩ビ製小口径マス 塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（左、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（左、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（右、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（右、掃除口150）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（左、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（左、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（右、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（右、掃除口200）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（左、掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（左、掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（右、掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（右、掃除口300）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（左、掃除口125） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（左、掃除口125） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（右、掃除口125） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（左、掃除口150）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（右、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（右、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（左、掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（左、掃除口200）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（右、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（右、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（左、掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・45°合流（左、掃除口300）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（右、掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（右、掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（左、掃除口300）
塩ビ製小口径マスインバート・90°曲り（右、掃除口125） 塩ビ製小口径マスインバート・45°曲り（右、掃除口125） 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（左、掃除口125）
塩ビ製小口径マス雨マス・90°曲り（掃除口150） 塩ビ製小口径マス雨マス・45°曲り（掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・90°左右合流（掃除口150）
塩ビ製小口径マス雨マス・90°曲り（掃除口200） 塩ビ製小口径マス雨マス・45°曲り（掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・90°左右合流（掃除口200）
塩ビ製小口径マス雨マス・90°曲り（掃除口300） 塩ビ製小口径マス雨マス・45°曲り（掃除口300） 塩ビ製小口径マスインバート・90°左右合流（掃除口300）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・90°曲り（掃除口150） 塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・45°曲り（掃除口150） 塩ビ製小口径マス雨マス・90°合流（掃除口150）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・90°曲り（掃除口200） 塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・45°曲り（掃除口200） 塩ビ製小口径マス雨マス・90°合流（掃除口200）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・90°曲り（掃除口300） 塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・45°曲り（掃除口300） 塩ビ製小口径マス雨マス・90°合流（掃除口300）

塩ビ製小口径マス雨浸透マス・90°合流（掃除口150）
塩ビ製小口径マス雨浸透マス・90°合流（掃除口200）
塩ビ製小口径マス雨浸透マス・90°合流（掃除口300）

HI-水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手ティーズ
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手90°ベンド 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手45°ベンド 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手給水栓用ティーズ
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手給水栓エルボ
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手給水栓ロングエルボ

VLPW-内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手エルボ 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手45°エルボ 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手ティーズ 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手45°Y

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ショート）

VP125-換気用塩化ビニル2管路継手 換気用塩化ビニル2管路継手水平90°エルボ 換気用塩化ビニル2管路継手水平45°エルボ 換気用塩化ビニル2管路継手ティーズ
換気用塩化ビニル2管路継手ソケットタイプ水平90°エルボ 換気用塩化ビニル2管路継手ソケットタイプ水平45°エルボ 換気用塩化ビニル2管路継手ソケットタイプティーズ

換気用塩化ビニル2管路継手垂直45°エルボ
換気用塩化ビニル2管路継手ソケットタイプ垂直45°エルボ

TMP125-換気用耐火2管路管継手 換気用耐火2管路管継手水平90°エルボ 換気用耐火2管路管継手水平45°エルボ 換気用耐火2管路管継手ティーズ
換気用耐火2管路管継手垂直45°エルボ

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手 水道用ねじ込み式管端防食管継手エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手45°エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手ティーズ

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手ティーズ
消火用三方異径ティーズ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
DIPK-K形ダクタイル鋳鉄管継手 K形ダクタイル鋳鉄異形管三受十字管 K形ダクタイル鋳鉄異形管受挿し片落管

K形ダクタイル鋳鉄異形管挿し受片落管
K形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪

DIPT-T形ダクタイル鋳鉄管継手 T形ダクタイル鋳鉄異形管三受十字管 T形ダクタイル鋳鉄異形管受挿し片落管
T形ダクタイル鋳鉄異形管挿し受片落管
T形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪

MASU-塩ビ製小口径マス 塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・ストレート（掃除口150）
塩ビ製小口径マスインバート・90°合流（掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・ストレート（掃除口200）
塩ビ製小口径マス雨マス・90°両側合流（掃除口150） 塩ビ製小口径マスインバート・ストレート（掃除口300）
塩ビ製小口径マス雨マス・90°両側合流（掃除口200） 塩ビ製小口径マスインバート・ストレート（掃除口125）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・90°両側合流（掃除口150） 塩ビ製小口径マス雨マス・ストレート（掃除口150）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・90°両側合流（掃除口200） 塩ビ製小口径マス雨マス・ストレート（掃除口200）

塩ビ製小口径マス雨マス・ストレート（掃除口300）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・ストレート（掃除口150）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・ストレート（掃除口200）
塩ビ製小口径マス雨水浸透マス・ストレート（掃除口300）
排水用硬質塩化ビニル管継手インクリーザー
排水用塩化ビニル管VU継手インクリーザー

HI-水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手ソケット コアコートゲート弁5K
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手給水栓ソケット コアコートゲート弁10K

バタフライ弁（10Kギア式）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

VLPW-内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手クロス 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手ソケット（偏芯） 玉形弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
バタフライ弁（10Kレバー式）

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ コアコートゲート弁5K
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ（偏芯） コアコートゲート弁10K

バタフライ弁（10Kギア式）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

VP125-換気用塩化ビニル2管路継手 換気用塩化ビニル2管路継手ソケット

TMP125-換気用耐火2管路管継手 換気用耐火2管路管継手ソケット

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手 水道用ねじ込み式管端防食管継手ソケット コアコートゲート弁5K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ニップル コアコートゲート弁10K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ユニオン バタフライ弁（10Kギア式）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング コアコートボール弁10K

コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
消火用異径クロス 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）

玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
DIPK-K形ダクタイル鋳鉄管継手

DIPT-T形ダクタイル鋳鉄管継手

MASU-塩ビ製小口径マス

HI-水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手キャップ 水道用硬質塩化ビニル管継手TS5Kフランジ
水道用硬質塩化ビニル管継手TS10Kフランジ
水道用硬質塩化ビニル管継手ソケットフランジ
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手HI・TS10Kフランジ
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手水道用フランジ

VLPW-内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） 三方弁（混合ねじ込み形） 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手キャップ 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手組みフランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手プラグ 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手組み合フランジ
安全弁（16Kフランジ形）

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 安全弁（16Kねじ込み形） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手キャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みフランジ5K

10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

VP125-換気用塩化ビニル2管路継手

TMP125-換気用耐火2管路管継手

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手 安全弁（16Kねじ込み形） 水道用ねじ込み式管端防食継手プラグ 水道用ねじ込み式管端防食継手5Kフランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 水道用ねじ込み式管端防食継手10Kフランジ

水道用ねじ込み式管端防食継手5K合フランジ
水道用ねじ込み式管端防食継手10K合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
5K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 アングル弁（青銅10Kねじ込み） 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手キャップ 10K差込み溶接式フランジ
アングル弁（青銅10Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 10K差込み溶接式合フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
TJ-トップジョイント トップフィッティング90°エルボ トップフィッティング45°エルボ トップフィッティングティーズ
TAK-TAKフランジ付き継手 TAKフランジ付継手90°ロングエルボ TAKフランジ付継手45°エルボ TAKフランジ付継手90°ティーズ

DIPA-A形ダクタイル鋳鉄管継手 A形ダクタイル鋳鉄異形管90°曲管 A形ダクタイル鋳鉄異形管45°曲管 A形ダクタイル鋳鉄異形管ニ受T字管
A形ダクタイル鋳鉄異形管フランジ付T字管
A形ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管

DIPS-SⅡ形ダクタイル鋳鉄管継手 SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管90°曲管 SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管45°曲管 SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管ニ受T字管
SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管フランジ付T字管
SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管

KP-KP継手 KP継手90°エルボ KP継手ティーズ

通気用-DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手90°Y 排水用硬質塩化ビニル管継手45°Y

PP-ポリエチレン管用金属継手 ポリエチレン管用金属継手エルボ ポリエチレン管用金属継手ティーズ

EF-エレクトロフュージョン（エルメックス）継手 エルメックスエルボ エルメックスティーズ エルメックス45°Y
エルメックスパネル継手
エルメックステーパーメネジエルボL
エルメックステーパーメネジエルボM
エルメックスユニオンエルボ

AD-空調ドレン用硬質塩ビ管継手 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手90°Y 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手45°Y

(BCS)一般配管継手 一般用90°エルボ 一般用45°エルボ 一般用90°ティーズ 一般用45°Y
一般用90°エルボ返しA 一般用90°エルボ返しA 一般用90°ティーズ+エルボ立上 一般用90°ティーズ+エルボ立上
一般用90°エルボ返しB 一般用90°エルボ返しB 一般用90°ティーズ+エルボ立下 一般用90°ティーズ+エルボ立下
一般用45°エルボ+45°エルボ 一般用90°エルボ返しA+バルブ 一般用90°ティーズ+エルボ立上+バルブ 一般用90°ティーズ+エルボ立上+バルブ
一般用90°エルボ返しA+バルブA 一般用90°エルボ返しB+バルブ 一般用90°ティーズ+エルボ立下+バルブ 一般用90°ティーズ+エルボ立下+バルブ
一般用90°エルボ返しA+バルブB
一般用90°エルボ返しA+バルブC
一般用90°エルボ返しB+バルブA
一般用90°エルボ返しB+バルブB
一般用90°エルボ返しB+バルブC
一般用90°ティーズ+キャップ

(BCS)汚水管継手<A> 汚水1用90°エルボ 汚水1用45°エルボ 汚水1用90°TY 汚水1用45°Y
汚水1用90°エルボ返しA 汚水1用90°エルボ返しA 汚水1用90°TY+エルボ立上 汚水1用90°TY+エルボ立上
汚水1用45°エルボ+45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ 汚水1用90°TY+エルボ立下
汚水1用90°TY+キャップ

(BCS)汚水管継手<B> 汚水2用90°エルボ 汚水2用45°エルボ 汚水2用90°TY 汚水2用45°Y
汚水2用90°エルボ返しA 汚水2用90°エルボ返しA 汚水2用90°TY+エルボ立上 汚水2用90°TY+エルボ立上
汚水2用45°エルボ+45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ 汚水2用90°TY+エルボ立下
汚水2用90°TY+キャップ

(BCS)排水管継手 排水用90°エルボ 排水用45°エルボ 排水用90°TY 排水用45°Y
排水用90°エルボ返しA 排水用90°エルボ返しA 排水用90°TY+エルボ立上 排水用90°ST+エルボ立上
排水用90°エルボ返しB 排水用90°エルボ返しB 排水用90°TY+エルボ立下 排水用90°ST+エルボ立下
排水用45°エルボ+45°エルボ 排水用90°ST
排水用90°TY+キャップ 排水用90°ST+エルボ立上

排水用90°ST+エルボ立下



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
TJ-トップジョイント トップフィッティングレデューサ
TAK-TAKフランジ付き継手 TAKフランジ付継手レデューサ コアコートゲート弁5K

コアコートゲート弁10K
バタフライ弁（10Kギア式）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジストレーナ

DIPA-A形ダクタイル鋳鉄管継手 A形ダクタイル鋳鉄異形管三受十字管 A形ダクタイル鋳鉄異形管受挿し片落管
A形ダクタイル鋳鉄異形管挿し受片落管
A形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪

DIPS-SⅡ形ダクタイル鋳鉄管継手 SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管三受十字管 SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管受挿し片落管
SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管挿し受片落管
SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪

KP-KP継手 KPレデューサ コアコートゲート弁5K
KPソケット コアコートゲート弁10K

コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁

通気用-DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手インクリーザー
排水用硬質塩化ビニル管継手ソケット
排水用硬質塩化ビニル管継手バルブ用ソケット

PP-ポリエチレン管用金属継手 ポリエチレン管用金属継手ソケット コアコートゲート弁5K
ポリエチレン管用金属継手鋼管用メネジソケット コアコートゲート弁10K
ポリエチレン管用金属継手鋼管用オネジソケット コアコートボール弁10K

コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁

EF-エレクトロフュージョン（エルメックス）継手 エルメックスソケット
エルメックス異径ソケット
エルメックスAHS継手
エルメックスメネジソケット
エルメックスオネジソケット
エルメックス胴長オネジソケット
エルメックスユニオンソケット

AD-空調ドレン用硬質塩ビ管継手 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手レデューサ 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

(BCS)一般配管継手 一般用90°クロス 弁・コック
一般用90°ティーズ+90°ティーズ 逆止弁

安全弁・逃し弁
減圧弁
電動ニ方弁
電磁弁
Y形ストレーナ

(BCS)汚水管継手<A> 汚水1用90°クロス

(BCS)汚水管継手<B> 汚水2用90°クロス

(BCS)排水管継手 排水用90°クロス



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
TJ-トップジョイント トップフィッティングキャップ
TAK-TAKフランジ付き継手 安全弁（16Kねじ込み形） 5K差込み溶接式フランジ

安全弁（16Kフランジ形） 5K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

DIPA-A形ダクタイル鋳鉄管継手

DIPS-SⅡ形ダクタイル鋳鉄管継手

KP-KP継手

通気用-DV-排水用硬質塩ビ管継手 排水用硬質塩化ビニル管継手掃除口（VCO）

PP-ポリエチレン管用金属継手

EF-エレクトロフュージョン（エルメックス）継手 エルメックスキャップ

AD-空調ドレン用硬質塩ビ管継手 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手掃除口

(BCS)一般配管継手 一般用90°エルボ返し
一般用45°エルボ返し
一般用90°ティーズ立上
一般用90°ティーズ立下
一般用45°エルボ立下
一般用45°エルボ下受

(BCS)汚水管継手<A> 汚水1用90°エルボ返し
汚水1用45°エルボ返し
汚水1用90°TY+キャップ
汚水1用45°Y+キャップ
汚水1用90°TY立上
汚水1用90°TY立下
汚水1用45°エルボ立下
汚水1用45°エルボ下受

(BCS)汚水管継手<B> 汚水2用90°エルボ返し
汚水2用45°エルボ返し
汚水2用90°TY+キャップ
汚水2用45°Y+キャップ
汚水2用90°TY立上
汚水2用90°TY立下
汚水2用45°エルボ立下
汚水2用45°エルボ下受

(BCS)排水管継手 排水用90°エルボ返し
排水用45°エルボ返し
排水用45°エルボ立下
排水用45°エルボ下受
排水用90°TY立上
排水用90°TY立下
排水用90°ST立上
排水用90°ST立下
排水用90°TY+キャップ
排水用45°TY+キャップ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
(BCS)冷媒管継手 冷媒用90°エルボ 冷媒用45°エルボ 冷媒用90°ティーズ 冷媒用45°Y

冷媒用90°エルボ返しA 冷媒用90°レフネット 冷媒用45°レフネット
冷媒用90°エルボ返しB

(BCS)ドレン管継手 排水用90°エルボ 排水用45°エルボ 排水用90°TY 排水用45°Y
排水用90°エルボ返しA 排水用90°エルボ返しA 排水用90°ST 排水用90°ST+エルボ立上
排水用90°エルボ返しB 排水用90°エルボ返しB 排水用90°TY+エルボ立上 排水用90°ST+エルボ立下
排水用45°エルボ+45°エルボ 排水用90°TY+エルボ立下
排水用90°TY+キャップ 排水用90°ST+エルボ立上

排水用90°ST+エルボ立下

UX-UX継手 UX継手90度エルボ UX継手45度エルボ UX継手チーズ
UX継手砲金製給水栓エルボ UX継手絶縁給水栓チーズ
UX継手絶縁メスオス90度エルボ

JFE-JFEポリブテン管用継手 JFEポリブテン管用継手E種エルボ JFEポリブテン管用継手E種径違いチー
JFEポリブテン管用継手H種エルボ JFEポリブテン管用継手E種チー
JFEポリブテン管用継手UB用バルブソケットエルボ JFEポリブテン管用継手H種三方径違いチー

JFEポリブテン管用継手H種径違いチー
JFEポリブテン管用継手H種チー

HTDV-高温排水用継手 高温排水用HTDV継手90°大曲がりエルボ 高温排水用HTDV継手45°エルボ 高温排水用HTDV継手大曲がりY 高温排水用HTDV継手45°Y
高温排水用HTDV継手90°エルボ 高温排水用HTDV継手90°Y

THL-スリーレス継手 スリーレス90度エルボ スリーレス45度エルボ スリーレス90度TY スリーレス45度Y
スリーレスロングエルボ スリーレス90度キャップ付TY スリーレス45度Yキャップ付き

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手 SUSねじ込み90度エルボ SUSねじ込み45度エルボ SUSねじ込みチーズ
SUSねじ込み径違いエルボ SUSねじ込み径違いチーズ
SUSねじ込みストリートエルボ

ABACUS-アバカス継手 アバカス90度エルボ アバカス45度エルボ アバカスチーズ
アバカス給水栓エルボ アバカス径違いチーズ
アバカス一体型給水栓エルボ アバカス給水栓チーズ
アバカスストリートエルボ
アバカス台付き給水栓エルボ

DR-ドレネジ（空調） ねじ込み式排水管継手90°エルボ ねじ込み式排水管継手45°エルボ ねじ込み式排水管継手90°大曲りY ねじ込み式排水管継手45°Y
ねじ込み式排水管継手90°大曲りエルボ ねじ込み式排水管継手90°Y

MD-排水鋼管用可とう継手（空調） 排水鋼管用可とう継手90°エルボ 排水鋼管用可とう継手45°エルボ 排水鋼管用可とう継手90°大曲りY 排水鋼管用可とう継手45°Y
排水鋼管用可とう継手90°大曲りエルボ 排水鋼管用可とう継手90°Y

TM-モルタルビニル二層管継手（空調） 繊維モルタルビニル二層管継手90°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手45°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りY
繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りエルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°Y

DV-硬質塩化ビニル継手（空調） 排水用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手90°Y 排水用硬質塩化ビニル管継手45°Y
排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲りエルボ 排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲りY

排水用硬質塩化ビニル管継手掃除口付90°大曲りY



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
(BCS)冷媒管継手

(BCS)ドレン管継手 排水用90°クロス

UX-UX継手 UX継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
UX継手径違いソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
UX継手砲金製給水栓ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
UX継手絶縁給水栓ソケット 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）

バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

JFE-JFEポリブテン管用継手 JFEポリブテン管用継手E種径違いソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
JFEポリブテン管用継手E種ソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
JFEポリブテン管用継手H種径違いソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
JFEポリブテン管用継手H種ソケット 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
JFEポリブテン管用継手E種バルブソケット（おねじ付） バタフライ弁（10Kギア式）
JFEポリブテン管用継手H種バルブソケット（おねじ付） 玉形弁（青銅10Kねじ込み）

玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

HTDV-高温排水用継手 高温排水用HTDV継手インクリーザ
高温排水用HTDV継手ソケット
高温排水用HTDV継手偏芯インクリーザ

THL-スリーレス継手 スリーレスソケット
スリーレス異径ソケット

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手 SUSねじ込みクロス SUSねじ込みストレートソケット コアコートゲート弁5K
SUSねじ込み径違いソケット コアコートゲート弁10K
SUSねじ込みソケット（テーパー） バタフライ弁（10Kギア式）
SUSねじ込みブッシング コアコートボール弁10K
SUSねじ込みニップル コアコートスイング式逆止弁
SUSねじ込み径違いニップル コアコートリフト式逆止弁
SUSねじ込みユニオン バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジストレーナ

ABACUS-アバカス継手 アバカスソケット アバカスステンレス鋳鋼10K仕切弁（弁棒非上昇式）
アバカス径違いソケット アバカスステンレス鋳鋼10K仕切弁（スタンダードボア形）
アバカス給水栓ソケット アバカスステンレス鋳鋼10Kボール弁（フルボア形）
アバカスオスアダプターソケット アバカス青銅10K仕切弁（弁棒非上昇式）
アバカスメスアダプターソケット アバカス青銅10Kボール弁（フルボア形）

アバカス青銅10Kボール弁（スタンダードボア形）
DR-ドレネジ（空調） ねじ込み式排水管継手90°大曲り両Y ねじ込み式排水管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）

ねじ込み式排水管継手90°両Y 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

MD-排水鋼管用可とう継手（空調） 排水鋼管用可とう継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

TM-モルタルビニル二層管継手（空調） 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲り両Y メカニカル形排水用鋳鉄異形管両Y管 繊維モルタルビニル二層管継手ソケット
繊維モルタルビニル二層管継手インクリーザー

DV-硬質塩化ビニル継手（空調） 排水用硬質塩化ビニル管継手90°大曲り両Y 排水用硬質塩化ビニル管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
水道用硬質塩化ビニル管継手ソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
排水用硬質塩化ビニル管継手インクリーザ－ 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
(BCS)冷媒管継手 冷媒用45°エルボ立下

冷媒用45°エルボ立上

(BCS)ドレン管継手 排水用90°エルボ返し
排水用45°エルボ返し
排水用45°エルボ立下
排水用45°エルボ下受
排水用90°TY立上
排水用90°TY立下
排水用90°ST立上
排水用90°ST立下
排水用90°TY+キャップ
排水用45°TY+キャップ

UX-UX継手 安全弁（16Kねじ込み形） UX継手キャップ UX継手フランジ(5K)
安全弁（16Kフランジ形） UX継手プラグ UX継手フランジ(10K)

JFE-JFEポリブテン管用継手 JFEポリブテン管用継手H種キャップ JFEポリブテン管用継手ポリ粉体フランジ-10K

HTDV-高温排水用継手

THL-スリーレス継手 スリーレスキャップ
スリーレス掃除口

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手 安全弁（16Kねじ込み形） SUSねじ込みキャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みプラグ SUSねじ込みフランジ5K

10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

ABACUS-アバカス継手 アバカスキャップ アバカス10Kフランジ

DR-ドレネジ（空調） 5Kねじ込み合フランジ 床上掃除口（非防水層用）
5Kねじ込みフランジ 床上掃除口（防水層用）
5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

MD-排水鋼管用可とう継手（空調） 排水鋼管用可とう継手CO栓 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

TM-モルタルビニル二層管継手（空調）

DV-硬質塩化ビニル継手（空調） 排水用硬質塩化ビニル管継手掃除口（VCO） 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
KP-KP継手（給湯） KP継手90°エルボ KP継手ティーズ

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品（給湯） サヤフレキ（サヤ管）小曲り サヤフレキ（サヤ管）45°小曲り サヤフレキ（サヤ管）ティーズ
サヤフレキ（サヤ管）中曲り サヤフレキ（サヤ管）45°中曲り
サヤフレキ（サヤ管）大曲り サヤフレキ（サヤ管）45°大曲り

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手（給湯） SUSねじ込み90度エルボ SUSねじ込み45度エルボ SUSねじ込みチーズ
SUSねじ込み径違いエルボ SUSねじ込み径違いチーズ
SUSねじ込みストリートエルボ

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（空調） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ショート）

NJ-ナイスジョイント（給湯） ナイスジョイント90°エルボ ナイスジョイント45°エルボ ナイスジョイント90°ティーズ
ナイスジョイント給水栓エルボ ナイスジョイント給水栓ティーズ
ナイスジョイント座付水栓エルボ ナイスジョイント座付給水栓用ティーズ
ナイスジョイント座付給水栓用エルボ ナイスジョイントフランジ式ティーズ
ナイスジョイントフランジ式90°エルボ ナイスジョイントフランジ式チー（ロングタイプ）

MLC-モルコジョイント（給湯） モルコジョイント90°エルボ モルコジョイント45°エルボ モルコジョイントティーズ
モルコジョイント片ソケット90°エルボ モルコジョイント片ソケット45°エルボ モルコジョイント水栓ティーズ
モルコジョイント水栓エルボ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（消火） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y
消火用三方異径ティーズ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
KP-KP継手（給湯） KPレデューサ 仕切弁（青銅5Kソルダー）

KPソケット 仕切弁（青銅10Kソルダー）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品（給湯） 仕切弁（青銅5Kソルダー）
仕切弁（青銅10Kソルダー）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手（給湯） SUSねじ込みクロス SUSねじ込みストレートソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
SUSねじ込み径違いソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
SUSねじ込みソケット（テーパー） 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
SUSねじ込みブッシング 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
SUSねじ込みニップル バタフライ弁（10Kギア式）
SUSねじ込み径違いニップル 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
SUSねじ込みユニオン 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（空調） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

NJ-ナイスジョイント（給湯） ナイスジョイントソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ナイスジョイントフランジ式ソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
ナイスジョイントフランジ式径違いソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
ナイスジョイントレジュースドフランジ 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
ナイスジョイントレジュースドフランジ（ロングタイプ） バタフライ弁（10Kギア式）
ナイスジョイントブッシュ 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
ナイスジョイントおすアダプタ（バルブソケット） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
ナイスジョイント絶縁ユニオン スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）

スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

MLC-モルコジョイント（給湯） モルコジョイントレデューサ 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
モルコジョイントソケット 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
モルコジョイント水栓ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
モルコジョイントベアタイプソケット 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
モルコジョイント雌アダプター付ソケット バタフライ弁（10Kギア式）
モルコジョイント雄アダプター付ソケット（1型） 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
モルコジョイント雄アダプター付ソケット（2型） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
バタチャッキ弁（ステンレス製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（消火） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）
消火用異径クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）

玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
KP-KP継手（給湯）

SAYA-サヤ管ヘッダー工法用部品（給湯）

SUSNJ-ねじ込み式ステンレス鋼管製管継手（給湯） 安全弁（16Kねじ込み形） SUSねじ込みキャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みプラグ SUSねじ込みフランジ5K

10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（空調） 安全弁（16Kねじ込み形） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手キャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みフランジ5K

10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

NJ-ナイスジョイント（給湯） 安全弁（16Kねじ込み形） ナイスジョイントキャップ ナイスジョイント貫通フランジ
安全弁（16Kフランジ形）

MLC-モルコジョイント（給湯） 安全弁（16Kねじ込み形） モルコジョイントキャップ SUSねじ込みフランジ5K
安全弁（16Kフランジ形） 5Kステンレス溶接式管フランジ

SUSねじ込みフランジ10K
10Kステンレス溶接式管フランジ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（消火） アングル弁（青銅10Kねじ込み） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 10K差込み溶接式フランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 10K差込み溶接式合フランジ

10Kねじ込みフランジ
10Kねじ込み合フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（消火） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ

配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

TS-水道用硬質塩ビ管継手（空調） 水道用硬質塩化ビニル管継手90°エルボ 水道用硬質塩化ビニル管継手45°エルボ 水道用硬質塩化ビニル管継手ティーズ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（空調） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（空調） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（空調） 水道用ねじ込み式管端防食管継手エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手45°エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手ティーズ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（消火） 鋼製突合せ溶接式継手ソケット 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

鋼製突合せ溶接式継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

TS-水道用硬質塩ビ管継手（空調） 水道用硬質塩化ビニル管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（空調） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチェッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（空調） 鋼製突合せ溶接式管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
鋼製突合せ溶接式管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（空調） 水道用ねじ込み式管端防食管継手ソケット コアコートゲート弁5K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ニップル コアコートゲート弁10K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ユニオン バタフライ弁（10Kギア式）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 玉形弁（青銅10Kねじ込み）

玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（消火） アングル弁（青銅10Kねじ込み） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 10K差込み溶接式フランジ

アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 10K差込み溶接式合フランジ

TS-水道用硬質塩ビ管継手（空調） 水道用硬質塩化ビニル管継手キャップ 水道用硬質塩化ビニル管継手TS5Kフランジ 床上掃除口（非防水層用）
水道用硬質塩化ビニル管継手TS10Kフランジ 床上掃除口（防水層用）
水道用硬質塩化ビニル管継手ソケットフランジ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（空調） 安全弁（16Kねじ込み形） 三方弁（混合ねじ込み形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込み合フランジ 床上掃除口（非防水層用）
安全弁（16Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込みフランジ 床上掃除口（防水層用）

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（空調） 安全弁（16Kねじ込み形） 三方弁（混合ねじ込み形） 5K差込み溶接式合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5K差込み溶接式フランジ

5Kねじ込み合フランジ
5Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（空調） 安全弁（16Kねじ込み形） 三方弁（混合ねじ込み形） 水道用ねじ込み式管端防食管継手プラグ 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
TAK-TAKフランジ付き継手（空調） TAKフランジ付継手90°ロングエルボ TAKフランジ付継手45°エルボ TAKフランジ付継手90°ティーズ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（黒） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手（蒸気） 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手ティーズ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（蒸気） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

NJ-ナイスジョイント（蒸気） ナイスジョイント90°エルボ ナイスジョイント45°エルボ ナイスジョイント90°ティーズ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
TAK-TAKフランジ付き継手（空調） TAKフランジ付継手レデューサ コアコートゲート弁5K

コアコートゲート弁10K
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチェッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 仕切弁（青銅5Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（黒） 鋼製突合せ溶接式管継手ソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
鋼製突合せ溶接式管継手ソケット（偏芯） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手（蒸気） 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手ソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（蒸気） 鋼製突合せ溶接式継手ソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
鋼製突合せ溶接式継手ソケット（偏芯） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

NJ-ナイスジョイント（蒸気） ナイスジョイントソケット 玉形弁（青銅10Kねじ込み）
ナイスジョイントおすアダプタ（バルブソケット） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
ナイスジョイントブッシュ ナイスジョイントミニボール（レジュースドボア）
ナイスジョイント絶縁ユニオン ナイスジョイントゲートバルブ

仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
TAK-TAKフランジ付き継手（空調） 安全弁（16Kねじ込み形） 三方弁（混合ねじ込み形） 5K差込み溶接式フランジ

安全弁（16Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） 安全弁（16Kねじ込み形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込み合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（黒） 安全弁（16Kねじ込み形） 5Kねじ込み合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

HB-圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手（蒸気） 安全弁（16Kねじ込み形） 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込みフランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込み合フランジ

5K差込み溶接式フランジ
5K差込み溶接式合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10Kねじ込み合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（蒸気） 安全弁（16Kねじ込み形） 5Kねじ込み合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

NJ-ナイスジョイント（蒸気） 安全弁（16Kねじ込み形） ナイスジョイントキャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 5K差込み溶接式合フランジ

5K差込み溶接式フランジ
10Kステンレス製溶接式管フランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
ナイスジョイント貫通フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（蒸気） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ

ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ショート）

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（油） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（補給水） 水道用ねじ込み式管端防食管継手エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手45°エルボ 水道用ねじ込み式管端防食管継手ティーズ

TAK-TAKフランジ付き継手（補給水） TAKフランジ付継手90°ロングエルボ TAKフランジ付継手45°エルボ TAKフランジ付継手90°ティーズ

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（給湯） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ショート）

FDP-モルタルビニル二層管継手（通気） 繊維モルタルビニル二層管継手90°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手45°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°Y 繊維モルタルビニル二層管継手45°Y
繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りエルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りY

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（通気） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y

MD-排水鋼管用可とう継手（通気） 排水鋼管用可とう継手90°エルボ 排水鋼管用可とう継手45°エルボ 排水鋼管用可とう継手90°Y 排水鋼管用可とう継手45°Y
排水鋼管用可とう継手90°大曲りエルボ 排水鋼管用可とう継手90°大曲りY

FDP-モルタルビニル二層管継手（空調） 繊維モルタルビニル二層管継手90°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手45°エルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りY 繊維モルタルビニル二層管継手45°Y
繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲りエルボ 繊維モルタルビニル二層管継手90°Y

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（膨張） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（蒸気） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ 玉形弁（青銅10Kねじ込み）

ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ（偏芯） 玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
ナイスジョイントミニボール（レジュースドボア）
ナイスジョイントゲートバルブ
仕切弁（青銅5Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（油） 鋼製突合せ溶接式継手ソケット 仕切弁（青銅10Kフランジ形）
鋼製突合せ溶接式継手ソケット（偏芯） 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
電磁弁（10Kフランジ形）
電磁弁（10Kねじ込み形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（補給水） 水道用ねじ込み式管端防食管継手ソケット コアコートゲート弁5K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ニップル コアコートゲート弁10K
水道用ねじ込み式管端防食管継手ユニオン バタフライ弁（10Kギア式）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング コアコートボール弁10K

コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

TAK-TAKフランジ付き継手（補給水） TAKフランジ付継手レデューサ コアコートゲート弁5K
コアコートゲート弁10K
バタフライ弁（10Kギア式）
コアコートボール弁10K
コアコートスイング式逆止弁
コアコートリフト式逆止弁
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（給湯） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手レデューサ（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（青銅10Kフランジ形）
エア抜き弁（AF-6）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

FDP-モルタルビニル二層管継手（通気） 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲り両Y 繊維モルタルビニル二層管継手インクリーザー
繊維モルタルビニル二層管継手ソケット

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（通気） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯）

MD-排水鋼管用可とう継手（通気） 排水鋼管用可とう継手ソケット

FDP-モルタルビニル二層管継手（空調） 繊維モルタルビニル二層管継手90°大曲り両Y 小口径耐火二層管継手ソケット
小口径耐火二層管継手インクリーザー
繊維モルタルビニル二層管継手インクリーザー
繊維モルタルビニル二層管継手ソケット

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（膨張） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（蒸気） 安全弁（16Kねじ込み形） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手キャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ

安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みフランジ5K
10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（油） 5Kねじ込み合フランジ
5Kねじ込みフランジ
5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

PQWK-水道用ねじ込み式管端防食管継手（補給水） 安全弁（16Kねじ込み形） 水道用ねじ込み式管端防食管継手プラグ 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

TAK-TAKフランジ付き継手（補給水） 安全弁（16Kねじ込み形） 5K差込み溶接式フランジ
安全弁（16Kフランジ形） 5K差込み溶接式合フランジ

10K差込み溶接式フランジ
10K差込み溶接式合フランジ

SUS-ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手（給湯） 安全弁（16Kねじ込み形） ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手キャップ 5Kステンレス製溶接式管フランジ
安全弁（16Kフランジ形） SUSねじ込みフランジ5K

10Kステンレス製溶接式管フランジ
SUSねじ込みフランジ10K

FDP-モルタルビニル二層管継手（通気） 繊維モルタルビニル二層管継手掃除口 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（通気） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5K差込み溶接式合フランジ 床上掃除口（非防水層用）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5K差込み溶接式フランジ 床上掃除口（防水層用）

5Kねじ込み合フランジ
5Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ

MD-排水鋼管用可とう継手（通気） 排水鋼管用可とう継手CO栓 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

FDP-モルタルビニル二層管継手（空調） 繊維モルタルビニル二層管継手掃除口 床上掃除口（非防水層用）
床上掃除口（防水層用）

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（膨張） 安全弁（16Kねじ込み形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込み合フランジ
安全弁（16Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（膨張） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ

配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

VU-排水用塩化ビニル管VU継手 排水用塩化ビニル管VU継手90°大曲りエルボ 排水用塩化ビニル管VU継手45°エルボ 排水用塩化ビニル管VU継手90°大曲りY 排水用塩化ビニル管VU継手45°Y
排水用塩化ビニル管VU継手90°エルボ 排水用塩化ビニル管VU継手90°Y

PEP-水道配水用ポリエチレン管継手 水道配水用ポリエチレン管継手EF90°ベンド 水道配水用ポリエチレン管継手EF45°ベンド 水道配水用ポリエチレン管継手EFチーズ
水道配水用ポリエチレン管継手EF22°ベンド 水道配水用ポリエチレン管継手フランジ付EFチーズ7.5k
水道配水用ポリエチレン管継手EF11°ベンド 水道配水用ポリエチレン管継手フランジ付EFチーズ10k

FS-耐火DV継手 耐火DV継手90°大曲りエルボ 耐火DV継手45°エルボ 耐火DV継手90°大曲りY 耐火DV継手45°Y
耐火DV継手90°エルボ 耐火DV継手90°Y

SGR-水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 SGR90°ベンド SGR45°ベンド SGR-NAティーズ

DIPNS-NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手 NS形ダクタイル鋳鉄異形管90°曲管 NS形ダクタイル鋳鉄異形管45°曲管 NS形ダクタイル鋳鉄異形管二受T字管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管フランジ付T字管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管渦巻き式フランジ付T字管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管浅層埋設対応フランジ付チーズ

TN-タイヨージョイント TNフィッティング90°エルボ TNフィッティング45°エルボ TNフィッティングティーズ
SAS354-一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接継手 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手90°エルボ（L） 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手45°エルボ（L） 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手ティーズ

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手90°エルボ（S）
TINY-タイニージョイント タイニージョイント90°エルボ タイニージョイント45°エルボ タイニージョイントティーズ
PE-ガス用ポリエチレン管継手 ガス用ポリエチレン管継手EF90°エルボ ガス用ポリエチレン管継手EF45°エルボ ガス用ポリエチレン管継手EFティーズ

ガス用ポリエチレン管継手EF片受けティーズ
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（ガス） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ショート） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手45°エルボ（ロング） 配管用鋼製突合せ溶接式管継手ティーズ

配管用鋼製突合せ溶接式管継手90°エルボ（ロング）

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（ガス） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ティーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手45°Y

PCPQK-埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手エルボ 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手45°エルボ 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手ティーズ

AW-建築設備用ポリエチレン管継手 建築設備用ポリエチレン管継手　EF90°エルボ 建築設備用ポリエチレン管継手　EF45°エルボ 建築設備用ポリエチレン管継手　EFティーズ
建築設備用ポリエチレン管継手　９０°ベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　４５°ベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦロング枝付ティーズ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受ベンド９０° 建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受ベンド４５° 建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受ティーズ
建築設備用ポリエチレン管継手　９０°ショートベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　４５°ショートベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　ＳＰティーズ

建築設備用ポリエチレン管継手　１１°ベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　フランジ付ＥＦ片受ティーズ（１０Ｋ）
建築設備用ポリエチレン管継手　２２°ベンド 建築設備用ポリエチレン管継手　ＳＰフランジ付ティーズ（１０Ｋ）
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受ベンド１１° 建築設備用ポリエチレン管継手　フランジ付ＥＦティーズ（１０Ｋ）
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受ベンド２２°

PM-プッシュマスター プッシュマスター水栓エルボ プッシュマスター水栓ティーズ
プッシュマスター座付水栓エルボ プッシュマスターコネクターティーズ
プッシュマスター座なし水栓エルボ
プッシュマスター壁貫通エルボ
プッシュマスターコネクターエルボ

FDV-小口径耐火二層管継手 小口径耐火二層管継手90°エルボ 小口径耐火二層管継手45°エルボ 小口径耐火二層管継手90°小曲りティーズ



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（膨張） 鋼製突合せ溶接式継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）

鋼製突合せ溶接式継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）

VU-排水用塩化ビニル管VU継手 排水用塩化ビニル管VU継手ソケット
排水用塩化ビニル管VU継手インクリーザー

PEP-水道配水用ポリエチレン管継手

FS-耐火DV継手 耐火DV継手90°大曲両Y 耐火DV継手ソケット
耐火DV継手インクリーザ

SGR-水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 SGRソケット
SGR径違いソケット
SGRVCソケット
SGR片差ソケット

DIPNS-NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手 NS形ダクタイル鋳鉄異形管三受T字管 NS形ダクタイル鋳鉄異形管挿し受片落管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管受挿し片落管
NS形ダクタイル鋳鉄異形管継輪

TN-タイヨージョイント TNフィッティングレデューサ
SAS354-一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接継手 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手レデューサ

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手レデューサ（偏芯）
TINY-タイニージョイント タイニージョイントレデューサ
PE-ガス用ポリエチレン管継手 ガス用ポリエチレン管継手EFソケット

ガス用ポリエチレン管継手EF異径ソケット
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（ガス） 鋼製突合せ溶接式継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）

鋼製突合せ溶接式継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
仕切弁（青銅10Kねじ込み）
仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
玉形弁（青銅10Kねじ込み）
玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）
エア抜き弁（AF-6）
電動式バタフライ弁
二方弁（単座ねじ込み形）
二方弁（単座フランジ形）
二方弁（複座フランジ形）
Y型10Kねじ込みストレーナ
Y型10Kフランジ式ストレーナ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（ガス） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット 仕切弁（青銅5Kねじ込み）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット（偏芯） 仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブッシング 仕切弁（青銅10Kねじ込み）

仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）
バタフライ弁（10Kギア式）
スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）
スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）
バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

PCPQK-埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手ソケット

AW-建築設備用ポリエチレン管継手 建築設備用ポリエチレン管継手　EFソケット
建築設備用ポリエチレン管継手　EFレデューサ
建築設備用ポリエチレン管継手　EF片受レデューサ
建築設備用ポリエチレン管継手　レデューサ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ受口付直管
建築設備用ポリエチレン管継手　Ｓベンド
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦ片受Ｓベンド
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル２０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル２５Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル５０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル付分水栓２０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル付分水栓２５Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル付分水栓３０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル付分水栓４０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦサドル付分水栓５０Ａ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦスクリューＪＴ　オネジソケット
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦスクリューＪＴ　メネジソケット
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦスクリューＪＴ　ユニオンソケット
建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦスクリューＪＴ　エラスジョイント
建築設備用ポリエチレン管継手　給水栓ソケット

PM-プッシュマスター プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
プッシュマスター樹脂ヘッダー用バルブ

FDV-小口径耐火二層管継手 小口径耐火二層管継手ソケット
小口径耐火二層管継手インクリーザー



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（膨張） 安全弁（16Kねじ込み形） 5Kねじ込み合フランジ

安全弁（16Kフランジ形） 5Kねじ込みフランジ
5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

VU-排水用塩化ビニル管VU継手 排水用塩化ビニル管VU継手キャップ

PEP-水道配水用ポリエチレン管継手 水道配水用ポリエチレン管継手EFキャップ

FS-耐火DV継手

SGR-水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手

DIPNS-NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手 NS形ダクタイル鋳鉄異形管帽

TN-タイヨージョイント TNフィッティングキャップ
SAS354-一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接継手 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手キャップ

TINY-タイニージョイント タイニージョイントキャップ
PE-ガス用ポリエチレン管継手 ガス用ポリエチレン管継手EFキャップ

FSGP-鋼製突合わせ溶接式継手（ガス） アングル弁（青銅10Kねじ込み） 三方弁（混合ねじ込み形） 5Kねじ込み合フランジ
アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形） 三方弁（混合フランジ形） 5Kねじ込みフランジ

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

SGP-ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（ガス） アングル弁（青銅10Kねじ込み） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手キャップ 5Kねじ込み合フランジ 床上掃除口（非防水層用）
アングル弁（青銅10Kフランジ形） ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手プラグ 5Kねじ込みフランジ 床上掃除口（防水層用）

5K差込み溶接式合フランジ
5K差込み溶接式フランジ
10Kねじ込み合フランジ
10Kねじ込みフランジ
10K差込み溶接式合フランジ
10K差込み溶接式フランジ

PCPQK-埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手

AW-建築設備用ポリエチレン管継手 建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦキャップ
建築設備用ポリエチレン管継手　ＳＰキャップ

PM-プッシュマスター

FDV-小口径耐火二層管継手



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)
SUS-SW-配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手90°エルボ 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手45°エルボ 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手ティーズ 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手45°Y
PEL-F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手90°エルボ F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手45°エルボ F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手ティーズ
WDM-申請図排水用マス 汚水マス90L 汚水マス45L 汚水マス90T 汚水マス45Y

トラップマス90L トラップマス45L トラップマス90T トラップマス45Y
ドロップマス90L ドロップマス45L ドロップマス90T ドロップマス45Y
公共マス90L 公共マス45L 公共マス90T 公共マス45Y

KH-エスロカチット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手チーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手チーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手エルボ

AC-ACドレン継手 ACドレン継手90°エルボ ACドレン継手45°エルボ ACドレン継手ティーズ ACドレン管継手45°Y
S25C-高圧用ねじ込み継手 高圧用ねじ込み継手　90°エルボ 高圧用ねじ込み継手　45°エルボ 高圧用ねじ込み継手　ティーズ
WP-ダブルプレス ダブルプレス　90°エルボ ダブルプレス　45°エルボ ダブルプレス　ティー

ダブルプレス　90°コンパクトエルボ ダブルプレス　片ソケット45°エルボ ダブルプレス　水栓ティー
ダブルプレス　片ソケット90°エルボ
ダブルプレス　水栓エルボショート
ダブルプレス　水栓エルボ

BJ-ベストジョイント ベストジョイント　90°エルボ ベストジョイント　45°エルボ ベストジョイント　チー
ベストジョイント　メカニカルチー
ベストジョイント　メカニカルチー

ポリエチライニング電線管継手（ねじ付き） 硬質ビニル電線管用ノーマルベンド
硬質ビニル電線管継手 硬質ビニル電線管用ノーマルベンド　J
厚鋼電線管継手 電線管用ねじなしノーマルベンド

薄鋼電線管継手 電線管用ねじなしノーマルベンド

高耐食性めっき鋼板／標準／Ｌ 平面エルボ90°標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 チーズ　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板／標準／Ｈ 平面エルボ90°標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 チーズ　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｌ 平面エルボ90°ステップオンタイプＬ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプＬ　高耐食性めっき鋼板 チーズ　ステップオンタイプＬ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｌ　高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｈ 平面エルボ90°ステップオンタイプＨ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプＨ　高耐食性めっき鋼板 チーズ　ステップオンタイプＨ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板

ＳＵＳ鋼板／標準／Ｌ 平面エルボ90°標準タイプＬ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°標準タイプＬ　ステンレス鋼板 チーズ　標準タイプＬ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｌ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｌ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｌ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｌ　ステンレス鋼板

ＳＵＳ鋼板／標準／Ｈ 平面エルボ90°標準タイプＨ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°標準タイプＨ　ステンレス鋼板 チーズ　標準タイプＨ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｈ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｈ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｈ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｈ　ステンレス鋼板

ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｌ 平面エルボ90°ステップオンタイプＬ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプＬ　ステンレス鋼板 チーズ　ステップオンタイプＬ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｌ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｌ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｌ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｌ　ステンレス鋼板

ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｈ 平面エルボ90°ステップオンタイプＨ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプＨ　ステンレス鋼板 チーズ　ステップオンタイプＨ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立上り）Ｈ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立上り）Ｈ　ステンレス鋼板
平面エルボ90°（立下り）Ｈ　ステンレス鋼板 平面エルボ45°（立下り）Ｈ　ステンレス鋼板

薄鋼電線管継手（ねじ付き） 電線管用ねじなしノーマルベンド

厚鋼電線管継手（ねじ付き） 電線管用ねじなしノーマルベンド

ポリエチライニング電線管継手（ねじなし） 硬質ビニル電線管用ノーマルベンド（大）
LA-ＬＡカップリング ＬＡカップリング　エルボ ＬＡカップリング　４５°エルボ ＬＡカップリング　チーズ枝部ねじ付き

ＬＡカップリング　径違いチーズ枝部ねじ付き
ＬＡカップリング　チーズ三方ナット付き



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型)
SUS-SW-配管用ステンレス製差込み溶接式管継手
PEL-F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手レデューサ
WDM-申請図排水用マス 汚水マス 汚水マスストレート

トラップマス トラップマスストレート
ドロップマス ドロップマスストレート
公共マス 公共マスストレート

KH-エスロカチット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ソケット

AC-ACドレン継手 ACドレン継手ソケット
S25C-高圧用ねじ込み継手 高圧用ねじ込み継手　クロス
WP-ダブルプレス ダブルプレス　メスアダプタ付ソケット

ダブルプレス　オスアダプタ付ソケット１型
ダブルプレス　オスアダプタ付ソケット２型
ダブルプレス　ベアソケット
ダブルプレス　絶縁ユニオン
ダブルプレス　レジューサ
ダブルプレス　ソケット
ダブルプレス　ユニオン1型

BJ-ベストジョイント ベストジョイント　クロス ベストジョイント　コンセントリックレジューサー
ベストジョイント　レジューシングカップリング
ベストジョイント　カップリング

ポリエチライニング電線管継手（ねじ付き）
硬質ビニル電線管継手
厚鋼電線管継手

薄鋼電線管継手

高耐食性めっき鋼板／標準／Ｌ 十字分岐　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント

高耐食性めっき鋼板／標準／Ｈ 十字分岐　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント

高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｌ 十字分岐　ステップオンタイプＬ　高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント

高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｈ 十字分岐　ステップオンタイプＨ　高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント

ＳＵＳ鋼板／標準／Ｌ 十字分岐　標準タイプＬ　ステンレス鋼板 異径ジョイント

ＳＵＳ鋼板／標準／Ｈ 十字分岐　標準タイプＨ　ステンレス鋼板 異径ジョイント

ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｌ 十字分岐　ステップオンタイプＬ　ステンレス鋼板 異径ジョイント

ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｈ 十字分岐　ステップオンタイプＨ　ステンレス鋼板 異径ジョイント

薄鋼電線管継手（ねじ付き）

厚鋼電線管継手（ねじ付き）

ポリエチライニング電線管継手（ねじなし）
LA-ＬＡカップリング ＬＡカップリング　ソケット

ＬＡカップリング　おすアダプター
ＬＡカップリング　めすアダプター
ＬＡカップリング　特寸ソケット



配管継手マスター（FILDER Rise V2.2)

継手名称 バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ フランジ 排水金物 複合部品
SUS-SW配管用ステンレス製差込み溶接式管継手
PEL-F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手
WDM-申請図排水用マス

KH-エスロカチット

AC-ACドレン継手 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手掃除口
S25C-高圧用ねじ込み継手 高圧用ねじ込み継手　キャップ
WP-ダブルプレス ダブルプレス　キャップ

BJ-ベストジョイント ベストジョイント　キャップ ベストジョイント　フランジアダプター

ポリエチライニング電線管継手（ねじ付き） ポリエチライニング電線管用カップリング
硬質ビニル電線管継手
厚鋼電線管継手 電線管用なじなしカップリング

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
薄鋼電線管継手 電線管用なじなしカップリング

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
高耐食性めっき鋼板／標準／Ｌ エンドキャップ　Ｌ　高耐食性めっき鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
高耐食性めっき鋼板／標準／Ｈ エンドキャップ　Ｈ　高耐食性めっき鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｌ エンドキャップ　Ｌ　高耐食性めっき鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
高耐食性めっき鋼板／ステップオン／Ｈ エンドキャップ　Ｈ　高耐食性めっき鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
ＳＵＳ鋼板／標準／Ｌ エンドキャップ　Ｌ　ステンレス鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
ＳＵＳ鋼板／標準／Ｈ エンドキャップ　Ｈ　ステンレス鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｌ エンドキャップ　Ｌ　ステンレス鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
ＳＵＳ鋼板／ステップオン／Ｈ エンドキャップ　Ｈ　ステンレス鋼板

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
薄鋼電線管継手（ねじ付き） 電線管用なじなしカップリング

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
厚鋼電線管継手（ねじ付き） 電線管用なじなしカップリング

電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）
ポリエチライニング電線管継手（ねじなし）
LA-ＬＡカップリング



インポート配管用途マスター（Rise V2.2)

TRダクト.YTPE
用途名称 系統名称
標準/L/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/L
標準/H/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H
標準/L（底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板）
標準/H（底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板）
標準/L（ネット底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板）
標準/H（ネット底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板）
標準/H（仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H（仕切子桁）
標準/H（底板+仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板+仕切子桁）
標準/H（ネット底板+仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板+仕切子桁）
ステップオン/L/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L
ステップオン/H/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H
ステップオン/L（底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板）
ステップオン/H（底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板）
ステップオン/L（ネット底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板）
ステップオン/H（ネット底板）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板）
ステップオン/H（仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（仕切子桁）
ステップオン/H（底板+仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板+仕切子桁）
ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）/高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）
標準/L/ステンレス鋼板 SUS/標準/L
標準/H/ステンレス鋼板 SUS/標準/H
標準/L（底板）/ステンレス鋼板 SUS/標準/L（底板）
標準/H（底板）/ステンレス鋼板 SUS/標準/H（底板）
標準/L（ネット底板）/ステンレス鋼板 SUS/標準/L（ネット底板）
標準/H（ネット底板）/ステンレス鋼板 SUS/標準/H（ネット底板）
標準/H（仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/標準/H（仕切子桁）
標準/H（底板+仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/標準/H（底板+仕切子桁）
標準/H（ネット底板+仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/標準/H（ネット底板+仕切子桁）
ステップオン/L/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/L
ステップオン/H/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H
ステップオン/L（底板）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/L（底板）
ステップオン/H（底板）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H（底板）
ステップオン/L（ネット底板）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/L（ネット底板）
ステップオン/H（ネット底板）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H（ネット底板）
ステップオン/H（仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H（仕切子桁）
ステップオン/H（底板+仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H（底板+仕切子桁）
ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）/ステンレス鋼板 SUS/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）

申請図用.YTPE
用途名称 系統名称
申請図給水1…SGP SGP（白）
申請図給水2…HIVP HI、耐衝撃性硬質塩ビ（HI管）
申請図給水3…SUS SUS、モルコ
申請図給水4…サヤフレキ（サヤ管） サヤフレキ（サヤ管）
申請図給水5…架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管
申請図給水6…ポリブデン管 ポリブデン管
申請図給湯1…SGP SGP（白）
申請図給湯2…HIVP HI、耐衝撃性硬質塩ビ（HI管）
申請図給湯3…SUS SUS、モルコ
申請図給湯4…サヤフレキ（サヤ管） サヤフレキ（サヤ管）
申請図給湯5…架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管
申請図給湯6…ポリブデン管 ポリブデン管
申請図排水1…VU VU、申請図排水用マス
申請図排水2…VP VP、申請図排水用マス
申請図排水3…屋内VP VP、硬質塩ビ管（DV）

電線管.YTPE
用途名称 系統名称
ねじなし電線管E ねじなし電線管E
厚鋼電線管G 厚鋼電線管G
薄鋼電線管C 薄鋼電線管C
ポリエチライニング電線管（ねじ付き） ポリエチライニング電線管（ねじ付き）
ポリエチライニング電線管（ねじなし） ポリエチライニング電線管（ねじ付き）
硬質ビニル電線管 硬質ビニル電線管
波付硬質合成樹脂管（FEP） 波付硬質合成樹脂管（FEP）
金属製可とう電線管 金属製可とう電線管



インポート配管系統マスター（Rise V2.2)

ＴＲダクト.YTPE
系統名称 継手名称
高耐食性めっき鋼板/標準/L 高耐食性めっき鋼板/標準/L
高耐食性めっき鋼板/標準/H 高耐食性めっき鋼板/標準/H
高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板） 高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板）
高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板） 高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板）
高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板） 高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板）
高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板） 高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板）
高耐食性めっき鋼板/標準/H（仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/標準/H（仕切子桁）
高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板+仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板+仕切子桁）
高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板+仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板+仕切子桁）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（仕切子桁）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板+仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板+仕切子桁）
高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁） 高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）
SUS/標準/L SUS/標準/L
SUS/標準/H SUS/標準/H
SUS/標準/L（底板） SUS/標準/L（底板）
SUS/標準/H（底板） SUS/標準/H（底板）
SUS/標準/L（ネット底板） SUS/標準/L（ネット底板）
SUS/標準/H（ネット底板） SUS/標準/H（ネット底板）
SUS/標準/H（仕切子桁） SUS/標準/H（仕切子桁）
SUS/標準/H（底板+仕切子桁） SUS/標準/H（底板+仕切子桁）
SUS/標準/H（ネット底板+仕切子桁） SUS/標準/H（ネット底板+仕切子桁）
SUS/ステップオン/L SUS/ステップオン/L
SUS/ステップオン/H SUS/ステップオン/H
SUS/ステップオン/L（底板） SUS/ステップオン/L（底板）
SUS/ステップオン/H（底板） SUS/ステップオン/H（底板）
SUS/ステップオン/L（ネット底板） SUS/ステップオン/L（ネット底板）
SUS/ステップオン/H（ネット底板） SUS/ステップオン/H（ネット底板）
SUS/ステップオン/H（仕切子桁） SUS/ステップオン/H（仕切子桁）
SUS/ステップオン/H（底板+仕切子桁） SUS/ステップオン/H（底板+仕切子桁）
SUS/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁） SUS/ステップオン/H（ネット底板+仕切子桁）

電線管.YTPE
系統名称 継手名称
ねじなし電線管E 電線管継手（ねじなし）
厚鋼電線管G 厚鋼電線管継手
薄鋼電線管C 薄鋼電線管継手
ポリエチライニング電線管（ねじ付き） ポリエチライニング電線管（ねじ付き）
硬質ビニル電線管 硬質ビニル電線管
波付硬質合成樹脂管（FEP） 波付硬質合成樹脂管（FEP）
金属製可とう電線管 金属製可とう電線管



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

ＴＲダクト.YTPE
継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)

高耐食性めっき鋼板/標準/L 平面エルボ90°標準タイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°標準タイプL高耐食性めっき鋼板 チーズ標準タイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H 平面エルボ90°標準タイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°標準タイプH高耐食性めっき鋼板 チーズ標準タイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板） 平面エルボ90°底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板 チーズ底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板） 平面エルボ90°底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板 チーズ底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ネット底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板 チーズネット底板標準タイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ネット底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板 チーズネット底板標準タイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L 平面エルボ90°ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 チーズステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H 平面エルボ90°ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 チーズステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板） 平面エルボ90°底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 チーズ底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板） 平面エルボ90°底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 チーズ底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ネット底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 チーズネット底板ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）L高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）L高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）L高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 平面エルボ45°ネット底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 チーズネット底板ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立上り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立上り）H高耐食性めっき鋼板
立面エルボ90°（立下り）H高耐食性めっき鋼板 立面エルボ45°（立下り）H高耐食性めっき鋼板

SUS/標準/L 平面エルボ90°標準タイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°標準タイプLステンレス鋼板 チーズ標準タイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/標準/H 平面エルボ90°標準タイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°標準タイプHステンレス鋼板 チーズ標準タイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板

SUS/標準/L（底板） 平面エルボ90°底板標準タイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°底板標準タイプLステンレス鋼板 チーズ底板標準タイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/標準/H（底板） 平面エルボ90°底板標準タイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°底板標準タイプHステンレス鋼板 チーズ底板標準タイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板

SUS/標準/L（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板標準タイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°ネット底板標準タイプLステンレス鋼板 チーズネット底板標準タイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/標準/H（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板標準タイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°ネット底板標準タイプHステンレス鋼板 チーズネット底板標準タイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L 平面エルボ90°ステップオンタイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプLステンレス鋼板 チーズステップオンタイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H 平面エルボ90°ステップオンタイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°ステップオンタイプHステンレス鋼板 チーズステップオンタイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L（底板） 平面エルボ90°底板ステップオンタイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°底板ステップオンタイプLステンレス鋼板 チーズ底板ステップオンタイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H（底板） 平面エルボ90°底板ステップオンタイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°底板ステップオンタイプHステンレス鋼板 チーズ底板ステップオンタイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板ステップオンタイプLステンレス鋼板 平面エルボ45°ネット底板ステップオンタイプLステンレス鋼板 チーズネット底板ステップオンタイプLステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Lステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Lステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Lステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H（ネット底板） 平面エルボ90°ネット底板ステップオンタイプHステンレス鋼板 平面エルボ45°ネット底板ステップオンタイプHステンレス鋼板 チーズネット底板ステップオンタイプHステンレス鋼板
立面エルボ90°（立上り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立上り）Hステンレス鋼板
立面エルボ90°（立下り）Hステンレス鋼板 立面エルボ45°（立下り）Hステンレス鋼板



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

ＴＲダクト.YTPE
継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型) バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ

高耐食性めっき鋼板/標準/L 十字分岐標準タイプL高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H 十字分岐標準タイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板） 十字分岐標準タイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板） 十字分岐標準タイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板） 十字分岐標準タイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板） 十字分岐標準タイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L 十字分岐ステップオンタイプL高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H 十字分岐ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板） 十字分岐ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板） 十字分岐ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板） 十字分岐ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップL高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板） 十字分岐ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板 異径ジョイント エンドキャップH高耐食性めっき鋼板

SUS/標準/L 十字分岐標準タイプLステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/標準/H 十字分岐標準タイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板

SUS/標準/L（底板） 十字分岐標準タイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/標準/H（底板） 十字分岐標準タイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板

SUS/標準/L（ネット底板） 十字分岐標準タイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/標準/H（ネット底板） 十字分岐標準タイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L 十字分岐ステップオンタイプLステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H 十字分岐ステップオンタイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L（底板） 十字分岐ステップオンタイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H（底板） 十字分岐ステップオンタイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板

SUS/ステップオン/L（ネット底板） 十字分岐ステップオンタイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップLステンレス鋼板

SUS/ステップオン/H（ネット底板） 十字分岐ステップオンタイプHステンレス鋼板 異径ジョイント エンドキャップHステンレス鋼板



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

ＴＲダクト.YTPE
継手名称 フランジ 排水金物 複合部品

高耐食性めっき鋼板/標準/L

高耐食性めっき鋼板/標準/H

高耐食性めっき鋼板/標準/L（底板）

高耐食性めっき鋼板/標準/H（底板）

高耐食性めっき鋼板/標準/L（ネット底板）

高耐食性めっき鋼板/標準/H（ネット底板）

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（底板）

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（底板）

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/L（ネット底板）

高耐食性めっき鋼板/ステップオン/H（ネット底板）

SUS/標準/L

SUS/標準/H

SUS/標準/L（底板）

SUS/標準/H（底板）

SUS/標準/L（ネット底板）

SUS/標準/H（ネット底板）

SUS/ステップオン/L

SUS/ステップオン/H

SUS/ステップオン/L（底板）

SUS/ステップオン/H（底板）

SUS/ステップオン/L（ネット底板）

SUS/ステップオン/H（ネット底板）



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

電線管.YTPE
継手名称 90°エルボ 45°エルボ ティーズ(T分岐) ティーズ(Y分岐)

電線管継手（ねじなし） 電線管用ねじなしノーマルベント

厚鋼電線管継手（ねじ付き） 厚鋼電線管用ノーマルベント

薄鋼電線管継手（ねじ付き） 薄鋼電線管用ノーマルベント

ポリエチライニング電線管（ねじ付き） 薄鋼電線管用ノーマルベント
硬質ビニル電線管 硬質ビニル電線管用ノーマルベント　J



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

電線管.YTPE
継手名称 クロス(十字型) クロス(両Y型) レデューサ バルブ(2方・接続点対向型) バルブ(2方・接続点非対向型) バルブ(3方) キャップ

電線管継手（ねじなし）

厚鋼電線管継手（ねじ付き）

薄鋼電線管継手（ねじ付き）

ポリエチライニング電線管（ねじ付き） ポリエチライニング電線管用カップリング
硬質ビニル電線管



インポート配管継手マスター（Rise V2.2)

電線管.YTPE
継手名称 フランジ 排水金物 複合部品

電線管継手（ねじなし） 電線管用ねじなしカップリング
電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）

厚鋼電線管継手（ねじ付き） 厚鋼電線管用カップリング
電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）

薄鋼電線管継手（ねじ付き） 薄鋼電線管用カップリング
電線管ねじなしコネクタ（アースコネ）

ポリエチライニング電線管（ねじ付き）
硬質ビニル電線管


	用途マスター
	系統マスター
	継手マスター
	用途マスター (インポート)
	系統マスター (インポート)
	継手マスター (インポート)

