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特殊機械部
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多用途に応える旋削機　南陽モール

基本操作は 2 本のジョイスティックレバー！
初めての方でも簡単に操作できます。（全油圧）
ケーブルホースは 1 本（φ 40）で油圧ホースと
電気ケーブルを一体化（60 ｍ標準装備）
アタッチメントの交換で管径φ 200 ～φ 800 まで対応
様々な用途に対応するために 5 機種をラインアップ
取扱い易く軽量の B タイプ（一体型 B425・BS160）と
φ 500 人孔からの施工を可能にした C タイプ

（中折れ型 C425・CS160・CS100）
更正管厚肉化対応　（BS160・CS160）
本管径 150mm ライニング管削孔可能（CS100）

その他 管更正機材・建設機械 ･ 建設機材各種取扱い

誤削孔防止
取付管位置確認用ライト

温度・圧力記録計
温度7点/圧力1点

納入実績　180台以上！　全国の下水道管更正現場で南陽モールが採用されています。

既設管の維持管理におけるモルタル附着・突出管・木根・パッキン等の除去作業（ 前処理 ）
更正工事後の削孔作業等を全てこの一台でこなす多目的機それが『南陽モール e-bi 』です。

各種工法対応
温水・蒸気ボイラー車

各種工法対応
温水・蒸気ボイラーユニット

多用途に応�る�削機　南陽モール

株式会社 南陽　
特殊機械部　
〒812-0857　福岡市博多区西月隈3-3-15

�スト 工� �� Tel  092-413-4651 Fax 092-413-4650

http://www.nanyo-mole.com/

納入実績　180台以上！　全国の下水道管更正現場で南陽モールが採用されています。

既設管の維持管理におけるモルタル附着・突出管・木根・パッキン等の除去作業　（ 前処理 ）
更正工事後の削孔作業等を全てこの一台でこなす多目的機それが『南陽モール e-bi 』です。

基本操作は2本のジョイスティックレバー！
初めての方でも簡単に操作できます。（全油圧）

ケーブルホースは1本（φ40）で油圧ホースと
電気ケーブルを一体化（60ｍ標準装備）

アタッチメントの交換で管径φ200～φ800まで対応

様々な用途に対応するために5機種をラインアップ

取扱い易く軽量のBタイプ（一体型 B425・BS160）と
φ500人孔からの施工を可能にしたCタイプ
（中折れ型 C425・CS160・CS100）

更正管厚肉化対応　（BS160・CS160）

本管径150mmライニング管削孔可能（CS100）

　南陽モール ： ハイエース搭載・2t車搭載・BOXタイプ・台車搭載 各種製作

誤削孔防止 各種工法対応 各種工法対応 温度・圧力記録計
温度7点 / 圧力1点取付管位置確認用ライト 温水・蒸気ボイラー車 温水・蒸気ボイラーユニット

その他 管更正機材・建設機械･建設機材各種取扱い

B425

南陽モール ： ハイエース搭載・2t 車搭載・BOX タイプ・台車搭載 各種製作

146

コスト 安定性 耐久性 補修・補強 長寿命化

積水化学工業株式会社
環境・ライフラインカンパニー
管路更生事業部
〒105－8450　東京都港区虎ノ門2－3－17　虎ノ門2丁目タワー
TEL. 03－5521－0553　FAX. 03－5521－0557

オメガライナー工法

下水道管材として多くの優れた特性を持つ硬質の形状記憶塩ビ管！蒸気加熱により円形復元！
下水道管材として多くの優れた特性を持つ硬質塩ビ管を更生管として使用するために誕生した「形状記憶塩ビ管“オメガ
ライナー”」。
ギリシャ文字のΩ（オメガ）状に折畳んだ塩ビ管を老朽管内に挿入したのち、内部から蒸気で加熱することで円形に復元
します。空気圧により既設管に密着させることで、非開削で老朽管路の機能を再生します。

■強度・耐久性・耐食性・水理性に優れた
塩ビ管路に更生。
円形復元したオメガライナーは JSWAS K-1 の偏平強度
をクリアする自立管です。　既設管の劣化度合いを問わ
ず、耐久性、耐食性、水理性、水密性に優れた自立管と
して更生します。
※オメガライナー R(I)( 自立管タイプ ) の場合

■オメガライナー工法の施工実績の推移

■蒸気加熱のみで円形にスピード復元。
安全性、確実性の高い管きょ更生が実現。
工場の管理された条件にて製造されたオメガライナー
は、蒸気による加熱のみで円形に復元。現場では管の断
面形状を円形に戻すだけで、化学反応（硬化反応）の必
要もなく、安全確実、スピーディに施工が完了します。

■オメガライナー工法の基本仕様
更生目的
１）管きょ強度の復元（自立強度もしくは耐外水圧強度）
２）漏水・浸入水の止水
３）掃流性／設計流量の向上
４）木の根の侵入防止
オメガライナーのタイプについて
１）オメガライナーR（I）（自立管タイプ）
自立埋設強度を持ち、更生管単体でも土圧に耐えるため、
既設管の損傷の程度にかかわらず全く新しい強固な管路
として復元させることが出来ます。
２）オメガライナーR（II）（二層構造管タイプ）
腐食やクラック等により、既設管渠が損傷状態にあるが、
既設管渠の残存強度を期待できる場合に使用します。更
生管が既設管に内接して、既設管と共に外力を負担し、
土圧に耐えます。
３）オメガライナー Ln（ライニングタイプ）
既設管の損傷程度が比較的軽く、既設管が土圧を負担で
きる場合に使用します。地下水に対する耐外水圧強度は
確保しており、地下水位が高く、更生管に地下水圧が直
接かかっても問題ありません。
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