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標準キャップ 張出袖ビーム（オプション）

CNo.600050　表面� M KＹ�

本　　　　　社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル

道路商品営業部 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル 03-5644-1233 03-5644-1234

道路プロジェクト営業部 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル 03-5644-5631 03-5644-1234

北 海 道 支 店 〒060-0005 札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー 011-231-3701 011-231-3702

東　北　支　店 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-33 仙台定禅寺ビル 022-266-3070 022-223-3060

新　潟　支　店 〒950-0087 新潟市東大通1丁目2-23 北陸ビル 025-246-3233 025-246-3255

北 関 東 支 店 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 吉敷町スクエアビル 048-647-6600 048-647-6677

名 古 屋 支 店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-19 名古屋岡本ビル 052-204-5707 052-204-1611

北　陸　支　店 〒930-0004 富山市桜橋通り2-25 第一生命ビル 076-441-1462 076-432-2384

大　阪　支　店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル 06-6444 -7631 06-6444-7633

中　国　支　店 〒730-0036 広島市中区袋町4-21 広島フコク生命ビル 082-248-7303 082-248-3141

四　国　支　店 〒760-0023 高松市寿町1-3-2 高松第一生命ビル 087-821-5548 087-821-5540

九　州　支　店 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 福岡ロプロビル 092-761-2266 092-781-5975

北東北営業所 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19 フコク生命ビル 019-629-2250 019-651-8780

秋 田 営 業 所 〒010-0921 秋田市大町3-5-1 アクサニチダン秋田ビル 018-867-1271 018-867-1272

福 島 営 業 所 〒963-8001 福島県郡山市大町1-9-13 カーニープレイス郡山第二 024-935-6131 024-935-6132

群 馬 営 業 所 〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル 027-326-3455 027-327-2246

栃 木 営 業 所 〒320-0811 宇都宮市大通2-3-5 日神ビル 028-614-8120 028-632-6200

千 葉 営 業 所 〒260-0826 千葉県千葉市中央区新浜町1 043-209-2411 043-209-2410

神奈川営業所 〒231-0005 横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル 045-662-8572 045-662-8573

長 野 営 業 所 〒380-0901 長野市居町5 勝山ビル 026-259-3739 026-244-2586

静 岡 営 業 所 〒422-8061 静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー 054-202-5230 054-282-3311

岡 山 営 業 所 〒700-0821 岡山市中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル 086-223-1558 086-225-5684

鹿児島営業所 〒890-0053 鹿児島市中央町13-1 熊本ファミリー不動産鹿児島ビル 099-256-2560 099-256-2552

建材 株式会社

建材 株式会社 http://www.jfe-kenzai.co.jp/



特 長

平成16年３月「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」が示され、道路管理者からの景観
に対するニーズは今後ますます高まるものと考えられます。
鋼製防護柵協会に加盟する防護柵メーカー4社（JFE建材、住友金属建材、東京製綱、日鐵建材工業）
では、ガイドラインのニーズに対応した車両用防護柵の共同開発をしました。

● 安全性能
「防護柵の設置基準・同解説（社）日本道路協会　H16.3」の性能規定に基づいた
衝突実験により安全性能を確認しています。

● シンプルな形状
上段ビームのなめらかな連続性を確保しています。
必要最小限の部材配置と構成にしています。

● 優れた透過性
ビームをパイプ材にすることで外部への眺望を確保しています。

● 人との親和性に配慮したデザイン
ボルトナットの突起を抑制しています。
キャップ形状を工夫し表裏感のない印象としています。
衣服や鞄が防護柵へ引っかかりにくい端部形状としています。

● 景観に配慮した色彩
ガイドラインで推奨されているダークブラウンを基本色とし、その他グレーベ
ージュ、ダークグレーを候補色としています。

● コストと維持管理
汎用性のある部材を採用しているため製品の維持管理が容易です。

性 能 評 価

小型車衝突実験

C種　性能確認試験実施証書

A種　性能確認試験実施証書

B種　性能確認試験実施証書

「防護柵の設置基準・同解説」（H16.3）の性能規定に基づいた実車衝突実験を実施し、車両の逸
脱防止性能・乗員の安全性・車両の誘導性能などの必要な性能を有することを確認しました。

大型車衝突実験

VGP-A種 VGP-B種

VGP-B種

（単位：ｍｍ）�

上段� 下段� 支柱ピッチ� 寸法� 根巻き�

Gp-C-3EV （Gp-Cp-3EV) φ76.3×2.8×2,876

Gp-B-3EV （Gp-Bp-3EV) φ76.3×3.2×2,876

Gp-A-3EV （Gp-Ap-3EV) φ89.1×3.2×2,852 φ60.5×3.2×2,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C-2BV （Gp-Cp-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B-2BV （Gp-BVp-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A-2BV （Gp-Ap-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク1

Gp-C2-2EV （Gp-Cp2-2EV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2EV （Gp-Bp2-2EV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2EV （Gp-Ap2-2EV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕� －�

Gp-C3-1.5EV （Gp-Cp3-1.5EV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5EV （Gp-Bp3-1.5EV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5EV （Gp-Ap3-1.5EV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C4-1EV （Gp-Cp4-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1EV （Gp-Bp4-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1EV （Gp-Ap4-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C5-1EV （Gp-Cp5-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1EV （Gp-Bp5-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1EV （Gp-Ap5-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

ランク1

Gp-C2-2BV （Gp-Cp2-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2BV （Gp-Bp2-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2BV （Gp-Ap2-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C3-1.5BV （Gp-Cp3-1.5BV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5BV （Gp-Bp3-1.5BV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5BV （Gp-Ap3-1.6BV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C4-1BV （Gp-Cp4-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1BV （Gp-Bp4-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1BV （Gp-Ap4-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C5-1BV （Gp-Cp5-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1BV （Gp-Bp5-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1BV （Gp-Ap5-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

C種�

B種�

A種�

Ｇp　-　Ap2　-　2EV
【Ｖ－ＧＰ】�
【埋込方法】　E：土中用、B：構造物用�
【支柱間隔】�
【耐雪ランク】�
【歩車道境界】�
【種別】�
【ガードパイプ】�

ビーム�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

ランク2

ランク3

ランク4

ランク5

支柱�
型式�

一般�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

構造物用� 路側用�
（歩車道境界用）�

φ60.5×2.3×2,934
3,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕� －�

φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕� －�

1,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

一般　土中用に共通�

400×400×250φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

2,000

一般　構造物用に共通�

－�

φ60.5×2.3×1,434
1,500

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

400×400×250

φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

φ60.5×2.3×934

ランク2
φ60.5×2.3×1,934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

構造物用�

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク3
φ60.5×2.3×1,434

1,500

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

路側用�
（歩車道境界用）�

耐雪金具�

耐雪�

上段：耐雪ランク2～5に必要。　　下段：耐雪ランク5のみブラケット内補強金具必要�

上段：耐雪ランク2～5に必要。�

ランク5
φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

ランク4
φ60.5×2.3×934

1,000

型式一覧表
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※曲線半径の対応については、各社にお問い合わせ下さい。�
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道　路　線　形　Ｒ (m)

Ｒ＞60
種別�

直ビーム�
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直ビーム�
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曲線半径対応表

上記写真は合成写真です
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必要最小限の部材配置と構成にしています。

● 優れた透過性
ビームをパイプ材にすることで外部への眺望を確保しています。

● 人との親和性に配慮したデザイン
ボルトナットの突起を抑制しています。
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衣服や鞄が防護柵へ引っかかりにくい端部形状としています。
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VGP-A種 VGP-B種

VGP-B種

（単位：ｍｍ）�

上段� 下段� 支柱ピッチ� 寸法� 根巻き�

Gp-C-3EV （Gp-Cp-3EV) φ76.3×2.8×2,876

Gp-B-3EV （Gp-Bp-3EV) φ76.3×3.2×2,876

Gp-A-3EV （Gp-Ap-3EV) φ89.1×3.2×2,852 φ60.5×3.2×2,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C-2BV （Gp-Cp-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B-2BV （Gp-BVp-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A-2BV （Gp-Ap-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク1

Gp-C2-2EV （Gp-Cp2-2EV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2EV （Gp-Bp2-2EV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2EV （Gp-Ap2-2EV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕� －�

Gp-C3-1.5EV （Gp-Cp3-1.5EV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5EV （Gp-Bp3-1.5EV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5EV （Gp-Ap3-1.5EV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C4-1EV （Gp-Cp4-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1EV （Gp-Bp4-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1EV （Gp-Ap4-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C5-1EV （Gp-Cp5-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1EV （Gp-Bp5-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1EV （Gp-Ap5-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

ランク1

Gp-C2-2BV （Gp-Cp2-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2BV （Gp-Bp2-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2BV （Gp-Ap2-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C3-1.5BV （Gp-Cp3-1.5BV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5BV （Gp-Bp3-1.5BV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5BV （Gp-Ap3-1.6BV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C4-1BV （Gp-Cp4-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1BV （Gp-Bp4-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1BV （Gp-Ap4-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C5-1BV （Gp-Cp5-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1BV （Gp-Bp5-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1BV （Gp-Ap5-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

C種�

B種�

A種�

Ｇp　-　Ap2　-　2EV
【Ｖ－ＧＰ】�
【埋込方法】　E：土中用、B：構造物用�
【支柱間隔】�
【耐雪ランク】�
【歩車道境界】�
【種別】�
【ガードパイプ】�

ビーム�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

ランク2

ランク3

ランク4

ランク5

支柱�
型式�

一般�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

構造物用� 路側用�
（歩車道境界用）�

φ60.5×2.3×2,934
3,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕� －�

φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕� －�

1,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

一般　土中用に共通�

400×400×250φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

2,000

一般　構造物用に共通�

－�

φ60.5×2.3×1,434
1,500

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

400×400×250

φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

φ60.5×2.3×934

ランク2
φ60.5×2.3×1,934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

構造物用�

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク3
φ60.5×2.3×1,434

1,500

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

路側用�
（歩車道境界用）�

耐雪金具�

耐雪�

上段：耐雪ランク2～5に必要。　　下段：耐雪ランク5のみブラケット内補強金具必要�

上段：耐雪ランク2～5に必要。�

ランク5
φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

ランク4
φ60.5×2.3×934

1,000

型式一覧表

30＞Ｒ≧5

直�

Ｒ�

直�

Ｒ�

40� 30�50� 45� 35�
ビーム�

60�

※曲線半径の対応については、各社にお問い合わせ下さい。�

ＢＣ�

Ａ�

道　路　線　形　Ｒ (m)

Ｒ＞60
種別�

直ビーム�
推奨R50ｍ�

Ｒビーム�

直ビーム�
施工限界R30ｍ�

Ｒビーム�

直ビーム�

Ｒビーム�

曲線半径対応表

上記写真は合成写真です

CNo.600050　中面� M KＹ�



特 長

平成16年３月「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」が示され、道路管理者からの景観
に対するニーズは今後ますます高まるものと考えられます。
鋼製防護柵協会に加盟する防護柵メーカー4社（JFE建材、住友金属建材、東京製綱、日鐵建材工業）
では、ガイドラインのニーズに対応した車両用防護柵の共同開発をしました。

● 安全性能
「防護柵の設置基準・同解説（社）日本道路協会　H16.3」の性能規定に基づいた
衝突実験により安全性能を確認しています。

● シンプルな形状
上段ビームのなめらかな連続性を確保しています。
必要最小限の部材配置と構成にしています。

● 優れた透過性
ビームをパイプ材にすることで外部への眺望を確保しています。

● 人との親和性に配慮したデザイン
ボルトナットの突起を抑制しています。
キャップ形状を工夫し表裏感のない印象としています。
衣服や鞄が防護柵へ引っかかりにくい端部形状としています。

● 景観に配慮した色彩
ガイドラインで推奨されているダークブラウンを基本色とし、その他グレーベ
ージュ、ダークグレーを候補色としています。

● コストと維持管理
汎用性のある部材を採用しているため製品の維持管理が容易です。

性 能 評 価

小型車衝突実験

C種　性能確認試験実施証書

A種　性能確認試験実施証書

B種　性能確認試験実施証書

「防護柵の設置基準・同解説」（H16.3）の性能規定に基づいた実車衝突実験を実施し、車両の逸
脱防止性能・乗員の安全性・車両の誘導性能などの必要な性能を有することを確認しました。

大型車衝突実験

VGP-A種 VGP-B種

VGP-B種

（単位：ｍｍ）�

上段� 下段� 支柱ピッチ� 寸法� 根巻き�

Gp-C-3EV （Gp-Cp-3EV) φ76.3×2.8×2,876

Gp-B-3EV （Gp-Bp-3EV) φ76.3×3.2×2,876

Gp-A-3EV （Gp-Ap-3EV) φ89.1×3.2×2,852 φ60.5×3.2×2,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C-2BV （Gp-Cp-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B-2BV （Gp-BVp-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A-2BV （Gp-Ap-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク1

Gp-C2-2EV （Gp-Cp2-2EV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2EV （Gp-Bp2-2EV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2EV （Gp-Ap2-2EV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕� －�

Gp-C3-1.5EV （Gp-Cp3-1.5EV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5EV （Gp-Bp3-1.5EV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5EV （Gp-Ap3-1.5EV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C4-1EV （Gp-Cp4-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1EV （Gp-Bp4-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1EV （Gp-Ap4-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

Gp-C5-1EV （Gp-Cp5-1EV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1EV （Gp-Bp5-1EV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1EV （Gp-Ap5-1EV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×2,403�
　〔埋込深さ：1,650〕�

ランク1

Gp-C2-2BV （Gp-Cp2-2BV) φ76.3×2.8×1,876

Gp-B2-2BV （Gp-Bp2-2BV) φ76.3×3.2×1,876

Gp-A2-2BV （Gp-Ap2-2BV) φ89.1×3.2×1,852 φ60.5×3.2×1,934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C3-1.5BV （Gp-Cp3-1.5BV) φ76.3×2.8×1,376

Gp-B3-1.5BV （Gp-Bp3-1.5BV) φ76.3×3.2×1,376

Gp-A3-1.5BV （Gp-Ap3-1.6BV) φ89.1×3.2×1,352 φ60.5×3.2×1,434 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C4-1BV （Gp-Cp4-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B4-1BV （Gp-Bp4-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A4-1BV （Gp-Ap4-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

Gp-C5-1BV （Gp-Cp5-1BV) φ76.3×2.8×876

Gp-B5-1BV （Gp-Bp5-1BV) φ76.3×3.2×876

Gp-A5-1BV （Gp-Ap5-1BV) φ89.1×3.2×852 φ60.5×3.2×934 φ139.8×4.5×1,153�
　〔埋込深さ：400〕�

C種�

B種�

A種�

Ｇp　-　Ap2　-　2EV
【Ｖ－ＧＰ】�
【埋込方法】　E：土中用、B：構造物用�
【支柱間隔】�
【耐雪ランク】�
【歩車道境界】�
【種別】�
【ガードパイプ】�

ビーム�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

ランク2

ランク3

ランク4

ランク5

支柱�
型式�

一般�

土中用� 路側用�
（歩車道境界用）�

構造物用� 路側用�
（歩車道境界用）�

φ60.5×2.3×2,934
3,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕� －�

φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕� －�

1,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

一般　土中用に共通�

400×400×250φ60.5×2.3×1,934
2,000

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

2,000

一般　構造物用に共通�

－�

φ60.5×2.3×1,434
1,500

φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

400×400×250

φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×2,125�
　〔埋込深さ：1,400〕�

φ60.5×2.3×934

ランク2
φ60.5×2.3×1,934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

構造物用�

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

ランク3
φ60.5×2.3×1,434

1,500

φ114.3×4.5×1,125�
　〔埋込深さ：400〕�

路側用�
（歩車道境界用）�

耐雪金具�

耐雪�

上段：耐雪ランク2～5に必要。　　下段：耐雪ランク5のみブラケット内補強金具必要�

上段：耐雪ランク2～5に必要。�

ランク5
φ60.5×2.3×934 φ114.3×4.5×1,125�

　〔埋込深さ：400〕�

ランク4
φ60.5×2.3×934

1,000

型式一覧表

30＞Ｒ≧5

直�

Ｒ�

直�

Ｒ�

40� 30�50� 45� 35�
ビーム�

60�

※曲線半径の対応については、各社にお問い合わせ下さい。�

ＢＣ�

Ａ�

道　路　線　形　Ｒ (m)

Ｒ＞60
種別�

直ビーム�
推奨R50ｍ�

Ｒビーム�

直ビーム�
施工限界R30ｍ�

Ｒビーム�

直ビーム�

Ｒビーム�

曲線半径対応表

上記写真は合成写真です

CNo.600050　中面� M KＹ�
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