
PC鋼より緑及び

アンポンドPC鋼より緑

寓錆製綱株式会祀



1. PC鋼より練製品の値秀性

2, PC鋼より練製品の用途

(1)次のような規格を全て満足しています.

･JiSG3536　　PC鋼線及びPC鋼より線

･ ASTM A 416　Steei strand, uncoated seven wire for pre-stressed concrete

i BS 5896　　　High tensi一e stee一 wire and strand for the prestressing of concrete

i AS 1 31 1　　7-Wire Stress-reiieved stee一 strand for tendons in prestressed concrete

･ AS/NZS 4672-1 Stee一 prestressing materia一s Part 1 : Genera一 requirements

i PrEN 10138-3　Prestressing steeis. Pan 3 - Strand

(-2)最新設備を使い,,品質が均一一一でコング)-トの寿命を高めます.

L3)機械的性質が優秀なので必要とされるPC鋼材が少なくて済みます

(4)コングノートとの付着力に優れ,降伏点が高く. Rei秋ation損失が低くて

幅広い用途に使えます

⑤ Relaxation値が極めて低いLow Rei欽ation製品をはじめ,

こ注文に高じてNormai ReiaxatiOn製品も生産しております.

(ら) PC銅より線製品はJISマークを獲得しました

･規格番号:JiSG3536

･言語正番号: KSKRO8072
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3. PC銅より線の品質特性

種類 侘H-�kﾂ�標津経 (mm) 仍ivXﾛr��ﾒ��心鯨径と 側線径の差 (mm) 佰h�&ilｩ�����ｒ�単位重畳 (kg/km) ��ﾈ�ﾋ��刄潟宴Nセ.シ∃ン個(%) 
降伏商運(kN) ��*8ﾆﾘｿ�ｴ竰�伸び(%) 披�L 

SWPR7A 土gｸ.h.ヲ�6ﾖﾒ�9.3 諜�紕ﾓ��"�0.05以上 店�c��405 都R綛決�2�88ー8以上 �6店決�2�8.0以下 �"綛決屬�

7本より10.8mm ���繧�+0.4-0.2 ����x決�2�69.68 鉄Cb�102以上 ��#�決�2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

7本より12.4mm ��"紕�+0.4-0.2 �������2�92.90 都#��136以上 ��c�決�2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

7本より15.2mm ��R�"�+04-0.2 �������2�138ー7 ��ﾃ����204以上 �#C�決�2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

SWPR7B 土gｸ.h.ヲ綏ﾖﾒ�9.5 諜�紕ﾓ��"�0.05以上 鉄B繝B�432 塔b繹決�2�102以上 �2綛決�2�8.0以下 �"綛決屬�

7本より11.1mm 免ﾂ���+0.4-0.2 ����x決�2�74.19 鉄���118以上 ��3���2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

7本より12,7mm ��"縒�+0.4-0.2 �������2�98.71 都sB�156以上 ���8決�2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

7本より15.2mm ��R�"�+0.4-0.2 �������2�138.7 ��ﾃ����222以上 �#c�決�2�3.5以上 唐��決屬�2.5以下 

備考:リラクセーション言鵡剣寺間はN, ｣とも1,000時間が基準

ストランド径(INCH) �2��途��b����"�澱����

ストランド径(mm) 湯經2�9.60 ������ll.30 ��"縱��12.90 ��R�#B�15.70 

÷…∵ ��5Dﾔ�ﾓC�b�BS-5896 ��5Dﾔ�ﾓC�b�BS-5896 ��5Dﾔ�ﾓC�b�BS-5896 ��5Dﾔ�ﾓC�b�BS-5896 270Grade �7W�W$w&�FR�270Grade �7W�W$w&�FR�270Grade �7W�W$w&�FR�270Grade �7W�W$w&�FR�

1.ストランド径(mm) 湯經2ｵ��R�9.6l諾 免ﾂ貳ﾂｵ����ll.3+_諾 ��"縒ｵ���r�12.9+_8.28 ��R�#Bｵ�･�r�15.7墨8 

2.素線径の差(mm) ����S����2�0.064以上 尾樋c3X決�2�0.075以上 ����sc(決�2�0.085以上 ������h決�2�0.105以上 

3.よりの長さ(mm) ��"ﾓ�iGｲ�12-18倍 ��"ﾓ�iGｲ�12-18倍 ��"ﾓ�iGｲ�12-18倍 ��"ﾓ�iGｲ�12-18倍 

(114,36-152.48) 茶��R�"ﾓ�s"繧��(133.32-177.76) 茶�3R綯ﾓ#�2紕��(152.4-203.2) 茶�SB繧ﾓ#3"�"��(182.88-243.84) 茶�モ紕ﾓ#�"綯��

4.断面績(mm2) 鉄B繝B�55豊 (53.9-57.2) 都B����75豊 (73.578.0) 涛ゅs��100豊 (98-104) ��C��150端 (147.0-156.0) 

5単位重量(kg/km) 鼎3"�432:2% (423.4-449.2) 鉄�"�590豊 (578.2-613.6) 都sR�785㌢% (769.3-816.4) ��ﾃ��"�1180:23/: (1,156.4-1,227-2) 

6引張荷重(kN) ���"�8決�2�102以上 ��3r纔決�2�139以上 ���2繆決�2�186以上 �#c�繆決�2�265以上 

7降伏荷重(kN) 涛"��決�2�90以上 ��#B��決�2�122以上 ��cR�8決�2�163以上 �#3B緝決�2�233以上 

(1%Ext) 茶�TW③��(1%Ext) 茶�TU③��(1%Ext) 茶�TW③��(1%EXt) 茶�TW③��

8伸び(%) �2綛決�2�3.5以上 �2綛決�2�3.5以上 �2綛決�2�3.5以上 �2綛決�2�3.5以上 

(G/しこ610mm) 嫡r�ﾓS��ﾖﾒ��(G/しこ610mm) 嫡r�ﾓS��ﾖﾒ��(G/しこ610mm) 嫡r�+X+�S��ﾖﾒ��(G/しこ610mm) 嫡r�+X+�S��ﾖﾒ��

9リラクセ- �"綛決屬�2.5以下 �"綛決屬�2.5以下 �"綛決屬�2.5以下 �"綛決屬�2.5以下 

シヨン値(%) (B/SX70%適用) 茶�ﾃ����"��(1,000Hr) 茶�ﾃ����"��(十000Hr) 茶�ﾃ����"��(1,000Hr) 茶�ﾃ����"��(1,000Hr) 

10直線惟 疋�&U7G&�没③�支･�,�:�*ﾘ,�*ﾓ��25mm以下/1m 疋�&U7G&�没③�tﾈ･�,飲ﾘ*ｨ,�*��25mm以下/1m 彦�&U7G&�没③�ｯ���,飲ﾘ*ｨ,�*ﾒ�25mm以下/1m 彦�&U7G&�没③�ｯ���,�:�*ﾘ,�*��25mm以下/1m 

11弾性係数 (kN/mm2) �185-205 �185-205 �185-205 �185-205 

12外観販び 剞尅P心傷がなくi 剽L害なl動くなく 剽L害な傷がなくi 剄ｕxなー動くなく1 

その他 ���&h鳧,�.x*��切胴寺はらけ ���&h鳧,�.x*��切脚寺はらけ ���&h鳧,�.x*��切脚寺ばらけ ���&h鳧,�.x*��切脚寺はらけ 

ないことi �,�*(+�,b�ないことi �,�*(+�,f��ないことi �,�*(+�,f��ないことi �,�*(+�,f��

田中克彦
ハイライト

田中克彦
ハイライト



等級 佰h�ﾆ���ﾒ��断面績 (mm2) �%�犬���B��r�ﾒ��伸び (%) �.h.�,ﾈ壕*ｲ��ﾒ��引張荷琵 (KN) 俎餾ｨ捶���C�r�苳ﾄWｆｴ竰��8ｨ8�4�5ｨ�ｸ5h8x99&ﾂ３中�C#�7�(�譏ﾞｨ�ｨ初*8掣6Eピ�R��10時間 �100時間 �1,000時間 �50年 

N/R 誘"�N/R 俵"�N/R 俵"�N/R 俵"�N/R �>ﾂ�

250 湯經2�2�t鋳�51.61 鼎�R�3.5以上 ���B�3bﾓ�S"紊��89.0以上 都R緝決�2�80.1以上 ���2ﾒ�"�2�0.3- 0.5 �"縒ﾒ�B縒�0.5- 1.0 釘��ﾒ�r���0,8一 十5 途絣ﾒ��2���1i5- 2.8 
11工1(7/16'') 田偵c��548 �2綛決�2�133.32-177.76 ��#���決�2�102.3以上 ���ゅ�決�2�

12.70(1/2′') 涛"纉��730 �2綛決�2�152.40-203.20 ��c���決�2�136.2以上 ��CB��決�2�

15.24(6/10'l) ��3偵3R�1094 �2綛決�2�182.88-243.84 �#C��(決�2�204.2以上 �#�b�(決�2�

270 湯經2�2�rr��54.84 鼎3"�3,5以上 ���B�3bﾓ�S"紊��102.3以上 塔r��決�2�92.1以上 ���2ﾒ�"�2�0.3- 0.5 �"縒ﾒ�B縒�0,5- 1,0 釘ﾃ�ﾒ�rﾃ��0.8- 1.5 砺迭ﾒ��6���1.5- 2.8 
ll,ll(7/16'') 都B����582 �2綛決�2�133.32-177.76 ��3r纔決�2�117.2以上 ��#B��決�2�

12.70(1/2'l) 涛ゅs��775 �2綛決�2�152.40-203､20 ���2繆決�2�156.1以上 ��cR�8決�2�

15.24(6/10'l) ��C�����1102 �2綛決�2�182.88-243.34 �#c�繆決�2�22十5以上 �#3Bﾃh決�2�

iiiiiiiiii ･言鵡美温度:20±2℃ ･初期荷重:規格引張荷重×70% 劔劔剪� �� �� 
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4, PC銅より緑の梱包

888国

トリールレス梱包

< ��漢音七重:iSSS営8888 ��

＼ 

:∴ 

トリング付リールレス梱包

くく �ｨﾙ��

＼ 

:∴ 

｢構成 俑ｹ^���B�標準径(mm) �>�ﾆ���ﾒ��幅B(mm) 俑ｹ^�%�犬�r��単位長さ(m) 

7本より �8ｨ�ｸ8ｸ8ﾈ�ｸ5��9.3 9.5 10.8 ll.1 12.4 12.7 15.2 塔���750 �2ﾃ����7,407 6,944 5,495 5.172 4,115 3,875 2,725 

リング付 リールレス ��"縒��R�"�950 都S��2,000 �"ﾃSコ��ﾃ��R�

トリングの規格:16mm x ¢370mm(外径)

5,ご注文の際の必要事項

製品の使用用途及び作業条件の御提示が 

最適の製品が生産できない場合がありま 

詳しくお知らせください. 

(1)規格:JiS,ASTMなどによる等級表言 

(2)線径:できるだけmmで閑話(インチ 

(3)梱包:リールレス梱包などを明記 

(4)重量:ご希望の単位重量を明記 

(5)納期:ご希望の納期日を明記 

(6)その他:その他の特別な要求事項を 

ない場合　顧客の満足をいただける

すので,ご注文の際には次の事項を参考にして

已(JiS G 3536 SWPR7BL)

も可能)
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･斜張橋吊りケーブル

･アースアンカー

･ロックアンカー

PC鋼より線

(7/127mm, 7/15.2mm)

H.D.P.E (高密度ポ)エチレン被覆)



/サイズ (mm) 冦掩r�ﾒ��劍ﾚｹ^�I|｢��r��

A �"�C 韮�

12.7(16.0) 15.2(18.6) ��紊���750 都���80 �"ﾃ����

サイズ (mm) ��8ﾗﾈ.h.��ﾂ└�4s3S3b��劔アンポンドPC鋼より線(当社規格) 
ストランド径 �&ilｩ���単位重量 ��*8捶��降伏荷重 儂ﾙ�丶���クリ-ス重量 ��X��B�単位重量 

(mm) 中ﾖﾓ"��(kg/km) 中ｴ竰�(kN) 中ﾖﾒ��(g/m) 中r���(kg/km) 

12.7 諜�紕��"縒ﾓ��"�98.71 都sB�183以上 ��Sh決�2�16.0 ±0.3 �3R�55 塔cR�

15.2 諜�紕��V�"ﾓ��"�138.7 ������261以上 �##(決�2�18.6 ±0.3 鼎R�65 ��#���

⑲ i騨告li1本工業規格表示認証譜 

東館製綿様式書紀富原工場 



博p:〟w㈹ manhorope.com

本社

釜山市中区中央4衝85-2

東湖ビル6,7階

TEL : 82-51 -601 -0308-9

FAX : 82-51-442-1 164

E一mai上adO20@manhorope.com

梁山工場

慶南梁山南　田山洞259

TEL : 82-55-387-5831 -5

ソウル事務所

ソウル市江南区駅三洞
708-1東友ビル14階

TEL : 82-2-3452-7121

FAX : 82-2-3452-71 28

E一ma帖sOOOO@manhorope.com

富原工場

慶南昌原市城山洞41
TEL : 82-55-283-3131 -6

FAX : 82-55-387-5836　　　　　　FAX : 82-55-283-31 98

日本事務所

大阪両面区南堀江4丁目16-16i

イイタ3ビル6階

TEL : (06)6537-1671 -2

FAX : (06)6537-1 673

E-ma旧manho81 1 @eos.ocn.ne.jp

釜山工場

釜山市江西区松亭洞1660-ll

TEL : 82-51-831-561 1 -6

FAX : 82-51-831-5617

E一ma帖yOOOO@manhorope.com E一mai上cOOOO@manhorope.com E-ma旧bOOOO@manhorope.com


