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大河株式会社

埋戻し不要 工期短縮

コスト削減 躯体精度向上



はじめに

　近年、コンクリート系構造物の現場施工技術の向上に伴い、“コンクリート
打放し仕上げ” や “コンクリート下地直クロス張り” などの施工方法が採用
される事が多くなって参りましたが、現在もなお、従来の P コンのダメ穴に
左官業者が補修を行っているのが現状です。
　そこで今回、工期短縮・大幅な人件費削減・作業負担軽減・安全性の向上・
躯体の品質向上に役立つ次世代型型枠保持コンをご提案いたします。

スマートコンシリーズ ｅパック

Ｑコン Ｗコン スマートコン



特長

▶ 左官業者によるＰコン穴の埋め戻し作業が必要ありません。

▶ 施工工程の省略による全体工期の短縮、コスト削減が見込めます。

▶ 型枠業者がＰコンを現場に持ち込む必要がなく、在庫管理の手間も省けます。

▶ Ｐコンに比べ穴が小さくなります。

▶打設した躯体に埋まりこむため、クラックが入りにくくなります。

▶Ｐコンの代わりに取り付けるだけ。セパレーターの長さ調整も不要です。

▶Ｐコンとの比較 ▶取付図

従来型Ｐコン

断面欠損 ： 大

▶Ｐコン断面イメージ図

間隙部

Ｗコン / Ｑコン

被覆コンクリートが腐食を抑制

▶Ｗコン / Ｑコン断面イメージ図



大河株式会社

穴埋め不要の型枠保持具

Ｗコン（ダブコン）
特許番号：第 6347520 号、第 6739806 号　NETIS登録番号：KT-190032-A

Ｗコン
（w5/16）
※w3/8以上は
受注生産

Ｗコンロング
※受注生産品

工期短縮 安全性向上 コスト削減

止水壁と水膨張ゴムのＷ防水効果

①　型枠組立ては従来と同じで大工さんの作業負担増加はありません。
   　  長さはプラスチックコーンと同じで、セパレーターはそのままお使いになれます。
②　Ｗコンは躯体に埋め込まれるので型枠脱型後の除去が不要です。
③　軸足除去後はポリキャップでワンタッチ補修。左官屋さんの埋め戻し作業も不要です。
　　（将来的なモルタル抜け落ちの心配もありません）
④　面落ち部分は左官屋さんの下地補修で処理が可能です。
⑤　Ｗコンはプラスチックを使用していないので、最終的にプラスチックと金属を分別する
　　必要がありません。
＊　土木工事にもご使用いただけるロングタイプもあります。（受注生産品）

止水壁

アルミ製の止水壁が、ナット部から
の漏水や浸水を防ぎます。

130％

水で膨張する特殊なゴムリングがセパ
の水みちを遮断します。

※膨張率：自己体積約 130％

専用ポリキャップを押し込むだけ。
誰でも簡単に穴埋め補修できます。

▶ 金属ナットの露出を抑える工夫

スキマにノロが入り込む

従来品 新製品：Ｗコン

従来品と比べ、金属ナットの露出を最小限に抑える
ことができます。



▶ 漏水試験

水圧 Mpa

0.4 0.6 0.8 1.0

○ ○ ○ ○

▶ 取り付け図

型枠合板（12mm）

水膨張ゴムリング

セパレーター

Ｗコン

止水壁

軸足

フォームタイ

▶ 水膨張ゴム代表物性値

品種 NBR-7610

タイプ 未加硫

硬さ（Points） 62

引張強さ（Mpa） 7.4

伸び（％） 530

体積変化率
（vol％） 20～30

比重 1.2

▶ 寸法

W5/16

28

2

22

53

▶ パーツ構成

軸足
(一般メッキ) Ｗコン本体(ダクロメッキ)

専用ポリキャップ

セラキャップ

※セラキャップは 1液型エポキシ系変成
　弾性接着剤で接着してください。
　（推奨：コニシ㈱ボンドエフレックス）

施工イメージ① 施工イメージ②

※錆について十分に配慮をしておりますが、作業環境によりＷコン入口部に錆が発生する恐れがあります。（雨垂れ・錆垂れや、ピット等の湿気の
　発生が予想される場合など）　型枠脱型後はすぐにモルタル充填又はセラミックキャップの取り付けを行ってください。

取り付け・取り外しは、市販のコンパクトソケット(8ｍｍサイズ)
を使用することで、インパクトレンチでの作業が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　※推奨品：TOP工業㈱製  EDS-8C



PRODUCT INFORMATION
埋め戻し不要の型枠保持具

〈通常タイプ/止水壁付タイプ〉

NETIS登録番号：KT-190032-A
特許番号：第6347520号、第6739806号

従来のプラスチックコーンに比べて、
工期短縮・安全性の向上・コスト削減に貢献します！

　　　面落ち部分は左官屋さんの下地補修で処理が可能です。
①　型枠組立ては在来と同じで大工さんの作業負担増加はありません。
   　  長さはプラスチックコーンと同じで、セパレーターはそのままお使いになれます。
②　Qコンは躯体に埋め込まれるので型枠脱型後の除去が不要です。
③　Qコン除去後の左官屋さんの埋め戻し作業も不要です。
　　（将来的なモルタル抜け落ちの心配もありません）
④　Qコンはプラスチックを使用していないので、最終的にプラスチックと
　　金属を分別する必要がありません。

● パーツ構成

軸足（一般メッキ）

ナット（ダクロメッキ）

● 金属ナットの露出を抑える工夫

スキマにノロが入り込む

専用ポリキャップ



大河株式会社 埋め戻し不要の型枠保持具埋め戻し不要の型枠保持具

Qコン
製品図面
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取り付け図

取り付け・取り外しは、市販のコンパクトソケット(8ｍｍサイズ)
を使用することで、インパクトレンチでの作業が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※推奨品：TOP工業㈱製  EDS-8C

壁・梁使用例

止水壁止水壁

止水壁付タイプ断面

仕上がり表面※錆について十分に配慮をしておりますが、作業環境によりＱコン入口部に錆が発生する恐れがあります。
（雨垂れ・錆垂れや、ピット等の湿気の発生が予想される場合など）　型枠脱型後はすぐにモルタル充填又
はセラミックキャップの取り付けを行ってください。



六角スマートコン

特許番号：第6347520号
NETIS登録番号：KT-190032-A

従来の
プラスチックコーン

新製品
六角スマートコン

型枠工事の常識を変える
画期的な型枠保持具

工期短縮・安全性向上・コスト削減に貢献！

29mm 11mm

¹─⁷約

● 従来のプラスチックコーンに比べて、
　 抜き取り後のコンクリート開口面積が
　 約1/7になりました。

● 欠損部分が従来品に比べて小さいため、
　 躯体の精度が向上するとともに、
　 意匠性の向上が図れます。

● 穴埋めは専用キャップで行うので左官作業が軽減でき、
　 さらに将来的なモルタルの抜け落ちの心配もありません。

専用キャップ

● 六角スマートコンはプラスチックを使用していないため、変形やつぶれがあり
　 ません。また、最終的にプラスチックと金属を分別する必要もありません。

● 型枠組立ては従来と同じで大工さんの作業負担増加はありません。
　 サイズはプラスチックコーンと同サイズなので、セパレーターは従来通りで
　 お使いになれます。

●  複数回ご使用になる場合は、離型剤(剥離剤)を塗布してください。



六角スマートコン

● 取り付け・取り外しは、市販のコンパクトソケット
   （8ｍｍサイズ）を使用することで、インパクトレンチ
 　での作業が可能です。

※推奨品：TOP工業㈱製  EDS-8C

コンパクトソケット

抜き取り前 抜き取り後 キャップ取り付け後

寸法図

28

25

施工事例



Ｗコン施工写真

セパレーター取り付けセパレーター取り付け 施工途中施工途中

型枠脱型後型枠脱型後 Ｗコン取り外しＷコン取り外し

Ｗコン取り外し後Ｗコン取り外し後



Ｑコン・スマートコン施工写真

スマートコン取り付けスマートコン取り付け

Ｑコン仕上がりＱコン仕上がり

スマートコン施工途中スマートコン施工途中

スマートコン仕上がりスマートコン仕上がり



【 製品別活用例 】

強力防水

Ｐコン穴埋め不要

非常に小さい穴

防水

Ｐコン穴埋め不要

非常に小さい穴

Ｐコン穴埋め不要

非常に小さい穴

Ｐコン穴埋め不要

小さい穴

繰り返し利用可

製品名 写真 仕上がり 特長

Wコン

Ｑコン
（止水壁付）

Ｑコン
（通常）

スマートコン

穴の体積は
Ｐコンの1/7

Ｐコン



処理方法 活用例

ポリキャップ

セラキャップ＋エポキシ系樹脂ボンド

モルタル/接着剤/下地調整剤で埋める

ポリキャップ

セラキャップ＋エポキシ系樹脂ボンド

モルタル/接着剤/下地調整剤で埋める

ポリキャップ

セラキャップ＋エポキシ系樹脂ボンド

モルタル/接着剤/下地調整剤で埋める

ポリキャップ

モルタル/接着剤/下地調整剤で埋める

○水が多く出る土地の外周外壁周りでの埋め戻し（基礎）
　・Pコン穴からの水の侵入を防止。穴が小さく、躯体全体にクラックが発生しにくい

○山留に片型枠で打設する場合の内壁周り（基礎）
　・防水しても矢板に刺す金具のセパの水道は塞ぐのが困難な為、水の侵入にそなえ
　　強力に止水を行う

○貯留層・防火水槽・排水ピット、結露しやすい床暖ピット・配管ピット等の各種ピット
　　　
○その他防水したい場所

○水がそれほど出ない土地の外周外壁周りでの埋め戻し（基礎）
　・Pコン穴からの水の侵入を防止。穴が小さく、躯体全体にクラックが発生しにくい

○山留に片型枠で打設する場合の内壁周り（基礎）
　・防水しても矢板に刺す金具のセパの水道は塞ぐのが困難な為、水の侵入にそなえ
　　止水を行う

○貯留層・防火水槽・排水ピット、結露しやすい床暖ピット・配管ピット等の各種ピット
　　　
○その他防水したい場所

○上記以外の地下・基礎全体
　・WコンやQコン（止水壁付）を使用しない箇所にはQコン（通常）を使用する事で、
　　基礎工事全体で左官作業を大幅に減らし工期短縮やコスト削減が期待できる
　・基礎工事現場に入る高齢作業員の削減
　・余裕を持った工程管理が行える

○発泡ウレタンを吹く内壁や駐車場、駐輪場、ボードを貼る部分

○外壁部分
　・体積の大きいPコン穴の穴埋め不良によるタイル脱落の防止
　・穴が非常に小さく、高品質な下地調整剤と組み合わせることで、吹き付け部分にも
　　使用できる

○その他上階全体
　・地下・基礎だけでなく上階でも幅広く使用する事で、左官作業を軽減し、効率的かつ
　　経済的に工事を進めることが期待できる

○発泡ウレタンを吹く内壁や駐車場、駐輪場、ボードを貼る部分

○外壁部分
　・体積の大きいPコン穴の穴埋め不良によるタイル脱落の防止
　・穴が非常に小さく、高品質な下地調整剤と組み合わせることで、吹き付け部分にも
　　使用できる

○その他上階全体
　・Pコンの代わりとして幅広く使用する事で、左官作業を軽減し、効率的かつ経済的に
　　工事を進めることが期待できる

○スマートコンは転用することで、さらにコストダウンが見込める



部分充填用モルタル ｅパｯｸ

大河株式会社

eパックは、型枠脱型後のコンクリート穴補修用の充填剤です。
1分間パックを練り混ぜるだけで、誰でも簡単に充填補修できます。

❶

セメント部を強く握り、水溶液側
にセメントを押し出して下さい。

❷

手で揉み洗いするようにセメント
と水溶液を1分程度練り混ぜて下
さい。

❸

パック内にて練り上げ後、ビニー
ルの端をハサミ等でカットして下
さい。（1cm～2cm程度）
材料をｅ-コーン穴に充填し、最後
にコテにて仕上げて下さい。

■施工容量
　　・通常タイプ（C）　　　＝　 約１００㎤/袋
　　・縦穴専用タイプ（P）　＝　 約５００㎤/袋

■荷姿

通常タイプ（C）
清水・・・・・１３０ｇ
粉体・・・・・４５０ｇ

５８０ｇ（パック）×２０パック（ダンボール入り）

縦穴専用タイプ（P）
清水・・・・・１８０ｇ
粉体・・・・・１０００ｇ

１１８０ｇ（パック）×２０パック（ダンボール入り）



項 目 試験結果（平均値） 品質基準 

圧縮強さ （Ｎ／㎜２） ２４．５ １０．０ 以上 

付着強さ 

（Ｎ/㎜２） 

標準養生 １．２４ １．０ 以上 

低温養生 １．０８ ０．７ 以上 

 

 

■施工上の注意 

●主材及び硬化材以外の他の異種物質（セメント・樹脂等）は混ぜないで下さい。 

●練り混ぜ後にパックの端をカットする際は、施工部位にあわせてカットする大きさを調整して下さい。 

●埃など、セメントの付着性及び硬化をを阻害する異物等はあらかじめ除去して下さい。 

●塗り付け時及び養生は３℃以上で行って下さい。 

●パック内にて練り混ぜた材料は、１時間以内に使用して下さい。 

 

 

■安全上の注意 

●取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。 

●室内で施工する場合は、換気を充分にして下さい。 

●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。 

●作業中、材料が目に入った時は、ただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。 

●皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り石鹸でよく洗い、かゆみや炎症等の症状のある場合は、 

すみやかに医師の診断を受けて下さい。 

●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。 

●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると、環境を汚染するおそれがありますので、充分注意し、 

産業廃棄物として処理して下さい。 

 

 

■保管上の注意 

  ●パック自体が破裂してしまう恐れがある為、あまり重い物を上に乗せないで下さい。 

  ●製品は、凍結・直射日光・湿気を避け、気温５℃以上４０℃以内で保管して下さい。 

●製品は、製造日より６ヶ月以内に使用して下さい。 

 

 

 

 

 ※受注生産品となっておりますので、納期には十分ご注意下さい。 

 ※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更になる場合がございます。 



【 スマートコンシリーズ施工手順 】

① 型枠組立

② コンクリート打設

③ 型枠解体

④ 完成

セパレーターの両端にスマートコン
シリーズを取り付け、型枠にセットし
フォームタイで固定します。

バイブレータ等でナットと軸足の間隙
部へコンクリートをしっかりと流し込
むことで、腐食抑制効果が最大限発揮
されます。

型枠を解体し、軸足（またはスマート
コン）を取り外します。

取り外しと同時に専用キャップを取り
付けることで、工期を大幅に短縮でき
るとともに、腐食を予防できます。

大河株式会社
〒150-0011 東京都渋谷区東 1-4-1 尚豊ビル 4F
TEL：03-5469-3401  /  FAX：03-5469-3403

WEB : http://www.tiger-21.com/
E-mail : info@tiger-21.com

※ 仕様及び外観は改良の為予告なく変更になる場合がございます。
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