
リブパイプにも使用することができます
下水道塩ビパイプ埋設用サポート

砕石基礎でも使い
やすくなりました。

クランプ式

作業能率が飛躍的にアップ！！作業能率が飛躍的にアップ！！
下水道管埋設が早く、正確に行え下水道管埋設が早く、正確に行え下水道管埋設が早く、正確に行え
作業能率が飛躍的にアップ！！



砂をパイプの天端付近まで埋め戻し、専用バイブ
レーターでしっかりと締め固めます。

測量器でパイプの位置を確認し砂をパイプ天端
プラス15～20cm埋め戻します。

受け金具のフックを上げてからレバーを開放し、サ
ポートを取り外します。
あとは通常通り所定の深さごとに埋戻し、締固め
をを繰り返します。

パイプサポートはさまざまな施工方法に対応いたします！パイプサポートはさまざまな施工方法に対応いたします！
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1 オートレベルとトランシットでの施工方法       1 オートレベルとトランシットでの施工方法       

2 丁張りでの施工方法

パイプ位置をパイプサポートのネジで上下左右調整することで、素早くより正確に敷設できます。
パイプサポートをおおよその位置に設置し、パイプをクランプで固定します。

トランシットを使用し、通り芯を確認します。その際管芯器と下げ振
りを併用します。
下げ振りに合わせて、パイプサポートの左右位置決めハンドルにて通
りを確定します。

オートレベルを使用して高さを決めます。
管上にスタッフを立て直接高さを読みながら、パイプサポートの
上下位置決めハンドルでパイプの位置を固定します。

パイプ位置をパイプサポートのネジで上下左右調整し、水糸に合わせることで、素早くより正確に敷設できます。
また、土嚢や杭は必要ありませんので、作業能率アップにつながります。

図のように水糸を逃がして張ります。
（図の寸法は一例です） パイプサポートを設置し、パイプをパイプホルダーで固定します。

通りと高さを水糸で確認して調整します。

各種の施工手順を紹介します
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ＡＬ２型 クランプ式パイプサポート

■上下位置決めハンドル
　高さの位置を調整し固定します。

■左右位置決めハンドル
　左右の位置を調整し固定します。

■クランプ式パイプ受け金具
　 レバーを操作する事で下水道管を
　 挟み込んで固定します。

■パイプホルダー
パイプ径に合わせて付け替えます。
付け替える際には両側を付け替える
必要があります。

●施工方法に合わせて、パイプ固定位置が変えられます。
クランプ式パイプ受け金具の取付位置を変える事により、縦ネジの中心に対して芯振り位置
にパイプを固定することが可能です。
芯振り位置で水糸をパイプの中心位置にセットできるので、水糸を横に逃がす必要がなく、
通りや高さの確認作業が楽に行えます。

●パイプ径に合わせてホルダーを付け替えます。
パイプホルダーを固定しているボルトを六角レンチで４箇所外すことで、パイプ径に合わせたホルダーに交換する事ができます。

φ200㎜クランプ式
リブパイプホルダー
注 両側で１セットになります。

ボルトを外して縦ネジを引
き抜きます。
注  取り外しには六角レンチ 
　　（19㎜）が必要です。 パイプの中心位置で使用す

る場合は、①に縦ネジを挿入
します。
芯振り位置で使用する場合
は、②に縦ネジを挿入し、中
心位置に水糸を設置して施
工できます。

100㎜

※

※①②8㎜・③④6㎜

芯振り
（25㎜）

①

② ③ ④

① ②

水平器



※このカタログに記載された仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※このカタログと実際の商品の色は撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

※このカタログに記載された製品の使用に際しては、取扱説明書等をよくお読みください。

管の固定をレバーで簡単に行なえます。
塩ビ管、リブ管のどちらにも使用することが出来ます。

　　品　　　　　　名       重量（kg)             　　　　　　　 内　　　　　　　容

注．ホルダーには管種・管径を識別する刻印があります。

AL2型クランプ式ハイプサポート65・142
150用クランプ式パイプホルダー  
200用クランプ式パイプホルダー  
250用クランプ式パイプホルダー
300用クランプ式パイプホルダー  
150用クランプ式リブパイプホルダー  
200用クランプ式リブパイプホルダー  
250用クランプ式リブパイプホルダー
300用クランプ式リブパイプホルダー  
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土留材の内々65～142㎝までに使用可能です。   
塩ビパイプ径φ150㎜用のクランプ式パイプホルダー   
塩ビパイプ径φ200㎜用のクランプ式パイプホルダー   
塩ビパイプ径φ250㎜用のクランプ式パイプホルダー   
塩ビパイプ径φ300㎜用のクランプ式パイプホルダー   
リブパイプ径φ150㎜用のクランプ式パイプホルダー   
リブパイプ径φ200㎜用のクランプ式パイプホルダー   
リブパイプ径φ250㎜用のクランプ式パイプホルダー   
リブパイプ径φ300㎜用のクランプ式パイプホルダー   
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AL2型 クランプ式ハイプサポートの特徴

①レバーを固定しているフック
　を上にあげます。

②レバーを開放し、ホルダー　
　を開きます。

③レバーを閉じ、ホルダーでパ
　イプをクランプします。

④不意にレバーが開放しないよ
　うにフックを下げて固定完了
　です。

操作
方法

クランプ式パイプサポートには、パイプレーザー用ターゲットを
取付ける事が出来ません。注意

      刻　印                   刻　印             内　　　　容内　　　　容
150用クランプ式パイプホルダー  

200用クランプ式パイプホルダー  

250用クランプ式パイプホルダー

300用クランプ式パイプホルダー  

150用クランプ式リブパイプホルダー  

200用クランプ式リブパイプホルダー  

250用クランプ式リブパイプホルダー

300用クランプ式リブパイプホルダー  
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お問い合わせは

21.06.0000 BUN

本　　　　　 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167 TEL（0573）67-2121㈹
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX（0573）67-2124
札 幌 営 業 所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54 TEL（011）875-3100㈹
レンタル事業部盛岡営業所 〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南2丁目4-25 TEL（019）637-5505㈹ 
レンタル事業部仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23 TEL（022）382-6321㈹
レンタル事業部福島営業所 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字舘46-1 TEL（024）552-1308㈹
レンタル事業部つくば営業所 〒300-2431 茨城県つくばみらい市上小目18-1 TEL（0297）52-6837㈹
レンタル事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1 TEL（049）299-6480㈹
レンタル事業部富山営業所 〒939-0251 富山県射水市土合458  TEL（0766）52-8220㈹
レンタル事業部静岡営業所 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25 TEL（054）238-2222㈹
レンタル事業部安城営業所 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町郷前26 TEL（0566）96-5770㈹
レンタル事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1 TEL（0568）73-3779㈹
レンタル事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号 TEL（072）632-0339㈹
レンタル事業部広島営業所 〒739-0132 広島県東広島市八本松町正力522-1 TEL（082）497-1452㈹
レンタル事業部岡山営業所 〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾247-4   TEL（086）298-2700㈹
レンタル事業部四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方2319-1 TEL（089）960-6280㈹

レンタル事業部福岡営業所 〒838-0822 福岡県朝倉郡筑前町高上557-2 TEL（0946）23-9501㈹ 
レンタル事業部佐賀営業所 〒840-0214 佐賀県佐賀市大和町大字川上字柏町257-1 TEL（0952）64-9420㈹
レンタル事業部宮崎営業所 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町東原3035　2Ｆ TEL（0985）35-7172㈹
沖 縄 営 業 所 〒901-0143 沖縄県那覇市安次嶺6-15　 TEL（098）840-1833㈹

NSPホームページ
https://www.kknsp.jp

https://kknsp.satori.site/question_form/
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