
GX形管対応 NS形油圧リングジャッキ
NS形手動リングジャッキ

NS形油圧リングジャッキ
　NS形手動リングジャッキ
　　NS形チェーンジャッキ

NS形（GX形）
接合解体器具



《油圧リングジャッキ　半円組》

作業の正確性を追求し、開発された器具です。
接合・解体がスムーズに行えます。

NS形（GX形）油圧リングジャッキ

NS 形ダクタイル管φ75 ～φ450 まで対応！
GX形ダクタイル管φ75～φ300・φ400まで対応！

※右ページの「油圧リングジャッキセット」の半円組は ｢φ75～φ250」用と「φ300～φ450」用では、上記の通り構成品が異なります。

接合作業
小口径～中口径までスムーズに接合！

解体作業
油圧使用の強力パワーでタフな解体にも対応！

油圧リングジャッキ
セット

油圧シリンダー
セット

手動ポンプ
or

電動ポンプ
オプション

部品

基
本
的
な
組
合
せ

半円組 B…2個 半円組C…2個 半円組A…1個 半円組 B…1個 半円組C…1個 半円組D…1個

《半円組　構成品φ300～φ450》　《半円組　構成品φ75～φ250》

２

※各製品については、付属の取扱説明書を必読の上ご使用下さい。

受口 切管P-Link

以上の解体作業の場合、管メーカー等にご相談ください。

下記の解体作業には、ご使用出来ませんのでご注意ください。
１ ２ ３

異形管挿し口
直管受口

異形管挿し口
異形管受口

 異形管挿し口と直管受口の解体  異形管挿し口と異形管受口の解体  P-Link挿し口と直管受口の解体



《油圧リングジャッキセット》

《油圧シリンダーセット》

《オプション部品》

《電動ポンプ・手動ポンプ》

セット内容

　①油圧リングジャッキ半円組… ……… 4個（2リング）
　②ラチェットレンチ♯19♯24… ……………………1個
　③取扱説明書… …………………………………………1部

※呼び径φ75～φ450から適合するリングを選択。
※油圧シリンダーを取り付ける為、油圧仕様専用のリングとなります。
※チェーンレバーを使用しての接合は行わないで下さい。

セット内容

　①油圧シリンダー（油圧ホース付）……………………2本
　②ロープ受（接合時使用）………………………………2個
　③解体用スペーサー（解体時使用）……………………2個
　④スリングベルト… ……………………………………2本
　⑤シリンダーカバー… …………………………………2枚
　⑥取扱説明書… …………………………………………1部
※接合・解体作業において２本 1組にて使用
※口径φ75 ～φ250 用スリングベルト（2ｍ）
　口径φ 300 ～φ450 用スリングベルト（2.3ｍ）
※�アタッチメント（ロープ受、解体用スペーサー）を交換する事で接合、解体作業に対応

電動ポンプセット内容
　①電動ポンプ… …… 1台
　②取扱説明書… …… 1部

仕 　 様 電 動 ポ ン プ 手 動 ポ ン プ

最高使用圧力 高圧 50Mpa 高圧 35Mpa
低圧　1Mpa 低圧 3Mpa

吐 出 量 高圧　0.2ℓ /min 高圧　2 ｍℓ / 回
低圧　2ℓ /min 低圧　11 ｍℓ / 回

有 効 油 量 約 0.8ℓ 約 0.6ℓ
作 動 油 ISO-L-HL　VG-32 又は相当品

①解体矢（各種）
②異形管解体用シリンダー治具（2ヶ組）φ75～φ250用（NS形管専用）
③ストッパー100×85（φ300～φ450用）（NS形管専用）
④ロックリング拡大器（φ300～φ450用）（NS形管専用）
⑤異形管突部用工具（φ75～φ250用）（NS形管専用）
⑥解体矢打込み工具
⑦滑剤注入器 200 L
⑧滑剤ポンプ（マイクロホース付）
※用途及び、簡単な使用方法などは 8 ～ 9ページを御参照下さい。

手動ポンプセット内容
　①手動ポンプ… …… 1台
　②取扱説明書… …… 1部

※シリンダーを作動させる為に使用
※ �100V電源を使用する「電動ポンプ」、手動で行う「手動ポンプ」の 2つのタイプから選択。

シリンダーカバー 解体用スペーサー

スリングベルト油圧シリンダー

電動ポンプ

手動ポンプ

ロープ受け

②

⑤③⑥ ①⑦⑧

④

呼び径により選択

３



※各製品については、付属の取扱説明書を必読の上ご使用下さい。

手動リングジャッキは NS 管の接合を、
チェーンレバーで行うスタンダードタイプ

NS形（GX形）手動リングジャッキ

NS 形ダクタイル管 φ75 ～φ250 まで対応！
GX 形ダクタイル管 φ75 ～φ250 まで対応！

解体作業
解体ボルト使用の解体！

手動リングジャッキ
セット

チェーンレバーセット
（２丁入り） オプション部品

基
本
的
な
組
合
せ

接合作業
簡単セッティング！小口径作業に最適！

４

《補助金具を使用しての接合（φ 200 ～φ 250）》

3、�固定ブラケットとフリーブラケットに
補助金具を取付け、フックをかける

1、固定ブラケットを取付ける

◆φ 200～φ 250の接合を行う場合は、補助金具を使用します。（φ 200～φ 250には標準付属しています）

2、�管にリングを
取りつける

4、接合を行う

受口 切管P-Link

以上の解体作業の場合、管メーカー等にご相談ください。

下記の解体作業には、ご使用出来ませんのでご注意ください。
１ ２ ３

異形管挿し口
直管受口

異形管挿し口
異形管受口

 異形管挿し口と直管受口の解体  異形管挿し口と異形管受口の解体  P-Link挿し口と直管受口の解体



《チェーンレバー（S）と（M）の違い》

《手動リングジャッキセット》

《チェーンレバーセット》

《オプション部品》

セット内容

　①手動リングジャッキ半円組………… 6個（3リング）
　②解体ボルト……………………………………………2本
　③ラチェットハンドル ＃17＃19……………………1個
　④取扱説明書……………………………………………1部

※呼び径φ75～φ250から適合するリングを選択。

セット内容

　①チェーンレバー（S)………………2丁
　　φ75 ～φ150 用
　　チェーンレバー（M)… …………2丁
　　φ200 ～φ250 用

　②取扱説明書………………………1部

※接合作業に使用

①解体矢（各種）
⑥解体矢打込み工具
⑦滑剤注入器　200 L
⑧滑剤ポンプ（マイクロホース付）
※用途及び、簡単な使用方法などは８～９ページを御参照下さい。

《半円組とは》

※…通常、接合解体時には、半円組 4個（2リング）使用します。
　残りの半円組 2個（1リング）の使用方法は様々な利用方法があります。
　　①解体時、リングが滑らないようにダブルで利用。
　　②次の接合場所に取り付けを行い、「効率化」を図る。
　　③解体専用に使用。

呼び径により選択

　写真－ 1のように「半円」の部
品に「フリーブラケット」や「ク
レビス」を取り付けた状態のもの
を指し、半円組２つで 1 リングの
状態になります。

※�φ200、φ250のセット品には「補助金
具セット」が付属されています。
※�使用方法については、４ページの《補助
金具を使用しての接合（φ200～φ250）》
をご参照下さい。

　（S)（M) はどちらも「定格荷重　
3/4」を使用しています。判別する方
法として写真－ 2のように全長が異
なります。

写真－２

L（S）約 265ｍｍ

L（M）約 405ｍｍ

解体ボルト

チェーンレバー

「半円」
「フリーブラケット」

「クレビス」

⑦⑧ ⑥ ①

５

　左の「手動リングジャッキ」に付
属されている「解体ボルト」は 2 種
類に分類され、「φ75 ～φ150 用」
と「φ200 ～φ250 用」があり、相
違点は、「φ200 ～φ250 用」には、
「R038　解体ロックナット」が追加
されています。

《解体ボルトについて》

「φ75～φ150用」

「φ200～φ250用」
「R038　解体ロックナット」

写真－1



NS 形チェーンジャッキは 1 セットでφ75 ～φ250 まで対応！

NS形チェーンジャッキ（NS形専用）

NS 形ダクタイル管 φ75 ～φ250 まで対応！

接合作業
管にチェーンを巻きつけ接合！

解体作業
チェーンレバー使用の解体！

NS チェーンジャッキ
セット

チェーンレバーセット
（２丁入り） オプション部品

基
本
的
な
組
合
せ

① �NS 形チェーンジャッキは、チェーンを使用している為、管にキズが付く場合があります。
②�専用のチェーンレバーは、本品の目的の為だけに使用して下さい。
③�チェーンジャッキ本体を取り付けの際は、10Kg以上の力を加えないで下さい。破損の原因になります。
④�チェーンレバー操作時、チェーンジャッキ本体が外れる場合は管が真っ直ぐになっていないなど、
施行上の原因が考えられます。
⑤GX形管の接合解体には使用出来ません。

《NS 形チェーンジャッキ使用上の注意点》

６

※各製品については、付属の取扱説明書を必読の上ご使用下さい。



《NS チェーンジャッキセット》

《チェーンレバーセット》

《オプション部品》

セット内容

　①チェーンジャッキ本体Assy…………………………4個
　②解体用シャフトAssy…………………………………2本
　③解体用スペーサー……………………………………2個
　④片口スパナ＃30………………………………………1個
　⑤取扱説明書……………………………………………1部

※呼び径φ75～φ250までに対応。

①解体矢（各種）
⑥解体矢打込み工具
⑦滑剤注入器　200 L
⑧滑剤ポンプ（マイクロホース付）

※用途及び、簡単な使用方法などは８～９ページを御参照下さい。

《解体矢の種類》
解体矢は 4 種類に分類されます。

小口径（φ75～φ250）
　①直管用……………3ｔ× 300 L
　②異形管用…………3ｔ× 190 L
中口径（φ300～φ450）
　③直管用…………3.5ｔ× 300 L
　④異形管用………3.5ｔ× 170 L

使用本数の目安
φ75～φ250…………… 約 8～ 12本
φ300～φ450… …… 約 12～ 16本
※必要に応じて使用本数の調整を行って下さい。

セット内容

　①チェーンレバー（S）… …………2丁
　　φ75 ～φ２50 用

　②取扱説明書………………………1部

※接合、解体作業に使用。

① ② ③ ④

③ ①

②

④

７

チェーンレバー

⑦⑧ ⑥ ①



②解体矢と解体矢打込み工具（NS 形・GX 形 対応）

①滑剤注入器と滑剤ポンプ（NS 形・GX 形 対応）

①滑剤注入器と滑剤ポンプ
　②解体矢と解体矢打込み工具

③ストッパーとロックリング拡大器
　④異形管突部用工具
　　⑤異形管解体用シリンダー治具

オプション部品の用途と簡単使用方法
オプション部品一覧

用途：�解体矢とは、接合部の解体を行う時、受口のロックリン
グを広げる為に使用します。解体矢打込み工具とは、解体
矢を打込み易くする為の商品です。

使用方法　（1）…解体を行う際、口径に応じて、解体矢８～16本を目安に、解体矢に滑剤を塗布し先端テー
パー部が表側（上側）になるように、解体矢打込み工具を使用し挿入を行います。

　　　　　　　※�解体矢の詳しい説明は、「NS形リングジャッキ」取扱説明書 19～ 22ページ又は、「NS形油圧リングジャッキ」取扱説明書
15～ 16ページを御参照下さい。

「引き抜き部」

「打込み部」

※�解体矢を引き抜く場合は、上記写真の「引き抜き部」を解体矢の「ねじれ部分」に引っ掛けてハンマーを
使い取り外します。　(注、中口径異形管用解体矢 3.5ｔ× 170 L では使用できません）

先端テーパー部

用途：�管が接合状態で長時間経過している場合など、滑剤をゴム輪部分
に注入し解体し易くする時に使用します。

使用方法

（1）…滑剤注入器を、解体矢打込み工具を使用し受口のゴム輪の部分まで挿入します。
（2）…次に滑剤ポンプに滑剤を直接注入し、滑剤注入器と接続します。
（3）滑剤ポンプを作動させ、「上部」「左右」3ヶ所に適量注入します。
※使用後は目詰まり等を防ぐため、必ず水かお湯等で洗浄し、保管して下さい。

滑剤注入器と滑剤ポンプ

解体矢打込み工具解体矢

「ねじれ部分」

８



③ストッパーとロックリング拡大器（NS 形専用）

④異形管突部用工具（NS 形専用）

⑤異形管解体用シリンダー治具（NS 形専用）

用途：�油圧リングジャッキを使用し、小口径（φ75～φ250）異形
管挿し口の解体を行う時に使用します。

使用方法
（1）…解体矢を打込み後、異形管挿し口の突部に「異形管解体用シリン

ダー治具」を左右対称に取り付ける。
　　※管の口径に合わせて、ベルトの長さを調整し取り付けて下さい。
（2）…油圧シリンダーに解体用スペーサーを取り付け「異形管解体用シ

リンダー治具」にセットする。
（3）……手動ポンプを作動し、受口端

面に左右の解体用スペーサー
が平均的に当たるよう調整し
解体を行う。

※�油圧シリンダー、手動ポンプについては、
「NS形油圧リングジャッキ」の取扱説明書
15～ 17ページを御参照下さい。

使用方法　（1）異形管突部用工具の
先端部（半丸形状の部分）を突部に
差込、上下左右に動かし「異形管解
体用シリンダー治具」を取り付ける
スペースを確保する。

用途：�中口径（φ300～φ450）異形管受口の接合時に使用します。

使用方法

（1）…中口径受口のロックリングを「ロックリング拡大器」を使用し、ストッパーが挿入出来るまで拡大させます。
（2）…ストッパーを「ロックリング分割部」に挿入し、「拡大器」を取り外します。
（3）…挿し口を受口奥部まで挿入しストッパーを取り外します。
※ストッパー及び「ロックリング拡大器」使用時には「NS形油圧リングジャッキ」取扱説明書 12～ 14ページ及び「接合要領書」を必読下さい。

ロックリング拡大器
ストッパー

異形管突部用工具

異形管解体用シリンダー治具

ベルト

この穴の部分を、管の突部に取り付ける。

用途：異形管解体用シリンダー治具を
使用する時、挿し口突部に取付スペー
スを設ける為に使用する商品。

９



http://www.tfn.technoflex.co.jp/
　「継手方式」と「呼び径」を選択すれば、必要工具、刃物などが、一発検索できるツールや、
パイプ切断機、接合解体器具などのカタログ、取扱説明書などもご用意しています。

　その他、GX形管対応の製品や、GX形管切断機「GXエース」の動画などもご用
意しておりますので、ぜひ一度ご覧下さい！

お問合せは

ホームページには、情報が満載！

No,1609.01


