
令和元年度　　　　製品印字の写真撮影が可能なコンクリート２次製品の取り扱い　一覧表 別紙

製品名 規格 製品名 規格

環境Ⅱ 陸上部用（植生）（控450） 環境Ⅱ 陸上部用（植生）（控450）

水中部用（漁巣）

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型・縦半・横半・1/4型　控350 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型　控350

Ｉ型ブロック 基本型・縦半・横半・1/4型　控800-A Ｉ型ブロック 基本型　控800-A

Ｉ型ブロック（擬石） 控800～1500 Ｉ型ブロック（擬石） 控800（擬石）

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型・縦半・横半・1/4型　控350　高知県型 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型　控350　高知県型

KPブロック 基本型・縦半・横半・1/4型　控500 KPブロック 基本型　控500

高知県型　控650～2000 高知県型　控800A

基本型・縦半・横半・1/4型 基本型

Ｉ型ブロック　基礎ブロック 控800用　底面勾配タイプ Ｉ型ブロック　基礎ブロック 控800用　底面勾配タイプ

プレガードⅡ BC-8～BC-20　、A-8～A-20 プレガードⅡ BC-20

300×300・300×400（縦断） 300×300（縦断）

蓋300型

ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型Ａ 基本型・縦半・横半・1/4型　控500 ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型Ａ 基本型　控500

ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 基本型-1250m2（擬石）5分 ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 基本型-1250m2（擬石）5分

控650～2000 控800

基本・縦半・横半・1/4型 基本

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本・縦半・横半・1/4型　控350　高知県型 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型　控350

ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本（擬石面） 基本・縦半・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰⅡ（擬石面） 高知県型　基本型　控500

Ｉ型ブロック　基礎版 Ｉ型ブロック　基礎版 1250型　底面勾配タイプ

落ちふた式U形側溝 3種 300A 落ちふた式U形側溝 3種 300A（L=2000）

落ちふた式Ｕ形側溝蓋 3種 300 落ちふた式Ｕ形側溝蓋 3種 300　PC4

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本・縦班・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 控350　基本型

ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 5分控800　基本型

落ちふた式U形側溝 3種 300A～500B 落ちふた式U形側溝 3種 300A（L=2000）

落ちふた式Ｕ形側溝蓋 3種 300～500 落ちふた式Ｕ形側溝蓋 3種 300

PL400・PL500 PL400-150　標準（L=600）

標準型・横断型・民地・摺付

ＤＦレール側溝（標準・横断）
３００×３００～３００×１１００・４００×４００
～４００×１２００・５００×４００～５００×１４
００・６００×４００～６００×９００

ＤＦレール側溝（標準）
３００×３００×２０００
標準

ＤＦレール側溝蓋 車道用300～600 ＤＦレール側溝蓋 車道用300

Nﾌﾞﾛｯｸ（基本形） 998×998×500 Nﾌﾞﾛｯｸ（基本形） 998×998×500

Gベース 400×800×2000 Gベース 400×800×2000

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ(滑面、擬石） 基本・縦半・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ 基本型　控350　擬石

Ｉ型ブロック基礎 控650～2000　路側用 Ｉ型ブロック基礎 控800　路側用

控650～2000 控８００　滑面

基本・縦半・横半・1/4型 基本型

上ぶた式U形側溝 150～600 上ぶた式U形側溝 １種　　300B

ベンチフリューム 2-200～2-７00 ベンチフリューム 2-300×2000

ジョイントフリューム Ｈ=３００～１６００ ジョイントフリューム (用水)450×450×2000

ＡＲＶＳ側溝 標準300＊300＊2000他300～1100 ＡＲＶＳ側溝 標準300＊300＊2000

PL400・PL500 PL400-150-600

標準型・横断型・・摺付 標準型

プレガードⅡ BC-8～BC-20　、Ａ-20 プレガードⅡ BC-20

笠コンフレーム（標準・塩害） H500～800＊B600～1000 笠コンフレーム（塩害） 1500*1500*1170

ベースブロック H700*B800～850

耐震性ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（れき質土・砂質土） H=600～3000 耐震性ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（砂質土） H=2000

プレガードⅡ BC-4～BC-20　、A-8～A-20 プレガードⅡ BC-20

かんたん側溝 （DNV1）本体・蓋 かんたん側溝 （DNV1）　300×400×2000

KOﾌﾞﾛｯｸ 控800・1000・1250､1500 KOﾌﾞﾛｯｸ 控800

歩車道境界ブロック付　ＤＯ－Ｉ型300h=250 歩車道境界ブロック付　ＤＯ－Ｉ型300h=250

落ちふた式Ｕ型側溝 3種　300A 落ちふた式Ｕ型側溝 3種　300A

落ちふた式Ｕ型側溝蓋 3種　300 落ちふた式Ｕ型側溝蓋 3種　300

鉄筋コンクリートU形側溝 1種　240～600 鉄筋コンクリートU形側溝 １種　300B

ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　基本型A（標準） 基本・縦半・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　基本型A（標準） 基本型　Ａ

ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型A（標準） 基本・縦半・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型A（標準） 基本型　Ａ　控520

せいりゅう四万十 基本型　Ａ　控520 せいりゅう四万十 基本型　Ａ　控520

ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 ｶｰﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾛｯｸ 1.861m2型　表面　裏面

ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型A（標準） 基本・縦半・横半・1/4型 ｱﾝﾄﾗｰⅡ　基本型A（標準） 基本型　Ａ　控520

控800用　底面勾配タイプ 控800用　底面勾配タイプ

基本・縦半・横半・1/4型

耐震性L型擁壁（れき質土・砂質土） H=600～4000 耐震性L型擁壁（れき質土） H=2000

控800～1000 控800（擬石）

基本・縦半・横半・1/4型 基本型

ガイアブロック 基本型 ガイアブロック 基本型

控450・500 控500

基本・縦半・横半・1/4型 基本型

プレガードⅡ ＢＣ－２０ プレガードⅡ ＢＣ－２０

PL400・PL500 PL400-150-600

標準型・横断型・民地・摺付・歩行者 標準型

会　社　名
（所在地）

芸東ブロック工業企業組合
（室戸市室津）

Ｉ型ブロック（滑面）

検　査　対　象　製　品
検査完了日

Ｉ型ブロック（擬石）

令和元年7月30日

抜　取　検　査　製　品

令和元年6月18日

備 考

歩車道境界ブロック付Ｌ型側溝

令和元年6月20日

令和元年5月20日

令和元年6月26日

令和元年6月25日

箱型Ｕ字側溝

令和元年6月13日

嶺北興産（株）
（長岡郡本山町本山）

島崎商事（株）
（高岡郡佐川町加茂）

Ｉ型ブロック（滑面・擬石）

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝

高岡コンクリート工業（有）
（土佐市蓮池）

松井ブロック（有）
（須崎市浦ノ内灰方）

令和元年6月26日

四万十コンクリート㈱
（高岡郡四万十町床鍋）

土佐ブロック工業（株）
（土佐市高岡甲）

四国ブロック工業㈱
（吾川郡いの町柳瀬）

Ｉ型ブロック（滑面・擬石）

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝

笹岡ブロック㈲
（高岡郡四万十町下呉地）

（有）須崎サブコン
（高岡郡中土佐町久礼）

松井建材（有）
（須崎市浦ノ内西分）

Ｉ型ブロック（滑面・擬石）

箱型Ｕ字側溝

歩車道境界ブロック付Ｌ型側溝

（有）高橋コンクリート
（高岡郡越知町乙）

令和元年6月26日

令和元年6月28日

Ｉ型ブロック

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝

三共コンクリート（株）
（宿毛市平田町戸内）

Ｉ型ブロック

Ｉ型ブロック基礎 Ｉ型ブロック基礎

SKブロック SKブロック

Ｉ型ブロック（滑面）

令和元年6月28日

令和元年6月26日

令和元年6月27日
令和元年8月21日


