
ハウラトン樹脂側溝のご提案 

販売元（輸入代理店）：日之出水道機器(株) 

製造元：HAURATON  GMBH & CO. KG 



・社名 ： 日之出水道機器株式会社 

・創業 ： 1919年（大正8年）6月8日 

・代表者 ： 取締役社長 浦上紀之 

・所在地 ： （本社） 福岡市博多区堅粕 5-8-18 ヒノデビルディング 

・所在地：  （東京本社） 港区赤坂 3-10-6 ヒノデビル 

・事業： 鋳鉄や、ポリマーコンクリート等の材料技術を活用した 

・事業： 公共構造物・産業機械等の研究開発及び製造・販売 

・資本金 ： 2億7千万円 

・売上高 ： 242億円（2016年6月期） 

・社員数 ： 1,004名（2016年4月） 
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弊社について（会社概要） 
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ハウラトン社について（会社概要） 

・社名 ： HAURATON  GMBH & CO. KG （1956年設立） 

・本社所在地 ： ドイツのラシュタット（ドイツ南部の人口約4万7千人の都市） 

・拠点 ： ドイツに本社のほか16支店、ヨーロッパ内に20支店、ヨーロッパ外に11支店 

・売上高 ： 約113億円 （2013年実績） 輸出販売が約70億円（全体の60%） 

・従業員数 ： 350名 （営業とマーケティング部門で約200名） 

・事業領域 ：「公共土木／景観（ランドスケープ）／スポーツ／雨水処理」 

工場／物流センター ヨーロッパ以外の支店 プロダクト（樹脂側溝） 
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ハウラトン社の「世界の実績」（抜粋） 

ヤス・マリーナ・サーキット（アブダビ） フランケン・スタジアム（ニュルンベルク） 

 主要空港・空軍基地等  港湾・物流・工場等  商業施設・駐車場・公園等  学校・オフィス・住宅等 

 サーキット・テストコース 

 サッカースタジアム・ 競技場  
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ハウラトン社の「世界の実績」（抜粋） 

国立競技場 サッカースタジアム 

・マラカナン・スタジアム（ブラジル） 

・ウェンブリー・スタジアム（イギリス） 

・メルセデス・ベンツ・アリーナ（ドイツ） 

・ミレニアム・スタジアム（ウェールズ） 

・ヴァシル・レフスキ国立競技場（ブルガリア） 

・ワルシャワ国立競技場（ポーランド） 

・その他 

・アーセナル・エミレイツ・スタジアム（イギリス） 

・マンチェスター・シティ・エティハド・スタジアム（イギリス） 

・フランケン・スタジアム（ドイツ） 

・マンチェスター・ユナイテッド トレーニング場（イギリス） 

・エスタディオ・ダ・ルス（ポルトガル） 

・アレーナ・コリンチャンス（ブラジル） 

・その他 

陸上競技トラック レース用サーキット 

・クリスタル・パレス 陸上トラック（イギリス） 

・陸上トラック＆スタジアム トレ・フォンターネ（イタリア） 

・オリンピスキ・スタジアム（ウクライナ） 

・キング・アブドラ・スポーツシティ・陸上競技場（サウジアラビア） 

・レッドスター・スタジアム（セルビア） 

・その他 

・F1 ヤス・マリーナ・サーキット（アラブ首長国連邦） 

・F1サーキット（ロシア） 

・モスクワ・レースウェイ（ロシア） 

・モトアリーナ・スピードウェイ（ポーランド） 

・その他 
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ハウラトン樹脂側溝の「製品構成」（既存品との違い） 

コンクリート側溝 

グレーチング 

（SS/SUS/スリット/化粧等） 

「グレーチング＋側溝本体」のユニットタイプ 

② エンドキャップ 

（参考） 

周囲をコンクリートで固定 

（EN規格に準拠） 

① 樹脂側溝 

③ 集水桝 

ボルト固定 

国内の既存品 

製品は上下で別々の構成 
・樹脂なので金属騒音やガタツキを防止 

・側溝と集水桝の 製品幅を統一できる 

リブ構造 
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ハウラトン樹脂側溝の「３つの訴求ポイント」 

側溝（PE-PP） 

グレーチング（ポリアミド） 

樹脂グレーチングタイプ溝幅150 

（L1000mm H210mm 7.4kg） 

 ① 施工性 

 デザイン賞受賞／耐食性に優れる／集水桝と側溝の幅を直線で統一できる  

 コンクリート側溝よりも表面粗度が低いので流水性に優れる／清掃が容易 

 樹脂で軽量なので施工を省力化 ／重機が不要（安全対策）／日進量が約２倍  

② 景観性 

③ 排水性 

 施工性  景観性 

 排水性 
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①施工性について（樹脂で軽量／重機が不要） 

溝幅240 

溝幅180 

溝幅150 

コンクリート側溝 

溝幅150 ハウラトン樹脂側溝 

軽い 

（Kg/m） 

（Kg/m） 

（Kg/m） 

（Kg/m） 

（参考） 
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①施工性について（目地処理が不要／施工時間を短縮） 

側溝の接合は端部の凹凸を重ね合わせるだけ 従来のコンクリート側溝 

目地モルタルの施工・養生が必要 

①下流側を設置 ②上流側を重ねる 

養生時間が不要 

上流側 下流側 

凹構造 凸構造 

日進量は約２倍 
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①施工性について（設計レイアウトに対応／現場で加工が容易） 

ハンドソー等でカット 

③90度レイアウト 

②長さ調整（カット） 

接合部で角度を調整 

90度接合 

ホールソーで簡単に加工 

①曲線レイアウト ④パイプ接続（穴開け） 

接続が容易 

集水桝 

① ② ③ ④ 
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②景観性について（意匠性・耐食性に優れる） 

従来のグレーチング デザイン賞を受賞／樹脂で耐食性に優れる 

SS/SUS/スリット/化粧等 

 側溝も意匠の一部 

SS・SUSの使用が多い 

周囲の表層と同期化 

集水桝 

桝幅を統一したデザイン 



・コンクリート側溝と比較して、流水面の表面粗度が低い為、流水性に優れる。 

・プラハ工業大学と共同で実製品を用いた実証実験を実施。これにより最適製品の提案が可能。 

・樹脂側溝は、設計時の排水計算において、「流量・流速」の値に性能優位性が出る。 

・流水面が滑らかで汚れを落とし易い為、維持管理時の清掃作業が容易。 
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③排水性について（流水性に優れる／清掃作業が容易） 

樹脂なので、表面粗度が低い（コンクリートの「0.013」に対して「0.010」）  

プラハ工業大学と実証試験を実施 
0.010 

排水計算の際に優位 

独自の排水計算ソフトを開発 



・排水計算ソフトを用いたご提案が可能 （欧州では業界標準の提案手法） 

・屋根の雨水を排水する場合は、パイプの径と位置の情報が必要 

・別途、従来同様、マニング公式を用いた排水計算比較の提案も可能 
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③排水性について（排水計算依頼に対応／最適製品の提案） 

●現地の降雨強度 

●排水面積 

●表層の種類（流出係数） 

●側溝の延長距離 

●側溝の縦断勾配 

①現場情報を入手 

排水計算ソフト 

排水計算アプリ 

（簡易なデモ） 

②排水計算を実施 ③最適な側溝の提案 

例） 溝幅240で設計を検討 

コスト削減／景観性向上 

溝幅150のタイプを提案 
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製品バリエーション（当社物流在庫品） ※その他製品も取扱可能 

製品体系 

景観（ランドスケープ）領域 スポーツ領域 

グレーチング 
ウレタン舗装 

対応 

グレーチング 

樹脂 鋳鉄 樹脂 鋳鉄 

イメージ 

溝幅100 H200/150/95 H150 H192 H200 H200 

溝幅150 H210/115 H210 - - - 

溝幅200 H200/115 H200 - - - 

※製品長1000mmの側溝のみを記載 。各タイプ毎に集水桝やエンドキャップを準備 （一部、側溝500mmタイプあり） 
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その他取り扱いが可能な製品のご紹介（参考） 

デザイングレーチング カラーグレーチング 

メトロポリスシリーズ （材質：鋳鉄、溝幅：100・200） 
カラー樹脂グレーチング （溝幅100） 
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ハウラトン樹脂側溝の推奨設置対象施設／対象箇所  

商業施設 流通店舗 医療福祉施設 

学校施設 集合住宅 宿泊施設 戸建 （△） 

提案の対象となる施設（例） 

敷地出入口等（重車両） 景観性を求める箇所（軽荷重） 敷地裏等（コスト重視） 

×（荷重条件が厳しい） ○（設置対象） ×（コスト面で厳しい） 

工場・物流 (△） 
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表層別・荷重クラス別のコンクリート寸法について 

表層 

コンクリート 舗装ブロック アスファルト 

T14 T6 T2 T14 T6 T2 T14 T6 T2 

溝幅100・150・200 150/150 100/150 100/100 - 100/150 100/100 - - 100/100 

舗装ブロック （イメージ） 

b / d ( 単位：mm ） 



採用ご検討の程よろしくお願い致します。 


