
当センターで交付したゴム防舷材耐久性証明書の交付状況は次表のとおりです。

（平成30年5月現在）

証明書番号 型 式（ゴム質） お問合せ先 証明有効期間

ＳＶ型（V0-V4） シバタ工業株式会社 (第2回更新)

ＳＸ型（H0-H3）  海洋土木事業部海洋設計グループ 平成29年7月29日

ＳＨ型（H0-H3）          ～

ＣＳＳ型（F0-F4） 平成32年7月28日

ＣＰ型（V1-V4） 電話：078-946-1515

(初回発行 H23.7.29)

ＳＰＣ型（FC96-FC10） シバタ工業株式会社 (第2回更新)

ＣＨ型（V1-V4）  海洋土木事業部海洋設計グループ 平成29年7月29日

ＣＡ型（V1-V4）          ～

平成32年7月28日

電話：078-946-1515

(初回発行 H23.7.29)

ＮＶ型（K3-S5） 西武ポリマ化成株式会社 (第2回更新)

ＮＷ型（K2-S2）  技術部 平成29年10月20日

ＮＲＶ型（G11-G2）          ～

新大漁ＷＳ型（K） 平成32年10月19日

ザブトン型（K） 電話：03-3527-9824

(初回発行 H23.10.20)

ハイパーオメガ型（X155-X60） 住友ゴム工業株式会社 (第2回更新)

ＵＰｉ型（CP0-CP3）  土木海洋ビジネスチーム兼技術部 平成29年10月20日

Ｐｉ型（CS-C3） 〒675-0011 兵庫県加古川市野口町          ～

ラムダ型（CLS-CL3） 電話：079-458-2955 平成32年10月19日

Ｖ型（ハイパーエース）（CV0-CV4) 電話：079-458-2955

(初回発行 H23.10.20)

ユニットⅡ型（K3.5-S6） 西武ポリマ化成株式会社 (第2回更新)

ＴＴＶ型（K3-S4）  技術部 平成30年 3月 1日

Ｈ型（K3-S3）          ～

エクセルコーン型（C8-C3） 平成33年 2月28日

エクセルコーンⅡ型（C 11.5-C 1） 電話：03-3527-9824

(初回発行 H24.3.1)

ＳＷＫ型 シバタ工業株式会社 (第1回更新)

ＳＷＦ型  海洋土木事業部海洋設計グループ 平成28年 8月 6日

ＳＦ型          ～

ＳＷＫ-Ｓ型 平成31年 8月 5日

ＳＷＷ型 電話：078-946-1515

(初回発行 H25.8.6)

ＳＶ型（白） シバタ工業株式会社 (第1回更新)

ＳＶ型（グレー）  海洋土木事業部海洋設計グループ 平成29年11月10日

ＳＷＫ型（白）          ～

ＳＷＫ型（グレー） 平成32年11月9日

ＳＦ型（白） 電話：078-946-1515

(初回発行 H26.11.10)

ＭＶ型（H3-L3） 株式会社明治ゴム化成 (第2回更新)

ＭＷ型（H5-L3）  工業用品事業部 平成30年 3月 7日

六角型（H3-L3）          ～

ＨＭＣ型（H5-L2） 平成33年 3月 6日

Ｖ型（H3-L3） 電話：0465-83-2238

(初回発行 H24.11.6:Ｖ型）

ＦＡ型（R） 株式会社明治ゴム化成 (第2回更新)

ＦＡ－Ｓ型（R）  工業用品事業部 平成30年 3月 7日

         ～

平成33年 3月 6日

電話：0465-83-2238

(初回発行 H24.11.6)

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-

8-2

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-

8-2

〒286-0026 神奈川県足柄郡開成町

延沢1番地

〒286-0026 神奈川県足柄郡開成町

延沢1番地

(初回発行 H24.3.7:ＭＶ型,ＭＷ型,

六角型,ＨＭＣ型）

SCOPE-RFD-1101

SCOPE-RFD-1102

SCOPE-RFD-1103

SCOPE-RFD-1104

SCOPE-RFD-1106

SCOPE-RFD-1302

SCOPE-RFD-1401

SCOPE-RFD-1402

SCOPE-RFD-1403

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地



証明書番号 型 式（ゴム質） お問合せ先 証明有効期間

ＶＳ型（V0-V4） 株式会社明治ゴム化成 (第2回更新)

ＭＳ型（X0-X3）  工業用品事業部 平成30年3月 7日

ＭＣ型（H130-L62）          ～

平成33年3月 6日

電話：0465-83-2238 (初回発行 H24.3.1:ＭＣ型)

(初回発行 H24.11.6:ＶＳ型,ＭＳ

Ｖ丸型（K） 西武ポリマ化成株式会社 (第2回更新)

ＶＷ型（K）  技術部 平成30年 6月20日

新大漁ＷＫ型（K）          ～

Ｖ型（K3-S3） 平成33年 6月19日

ＮＰ型（K） 電話：03-3527-9824

(初回発行 H25.8.6：ＮＰ型)

株式会社ブリヂストン 平成28年 2月22日

         ～

平成31年 2月21日

電話：03-5202-6871

ＶＣ型（S3-K3） 西武ポリマ化成株式会社 平成28年 7月20日

ＮＶＣ型（S5-K3）  技術部          ～

ＮＲＶＣ型（G2-G113） 平成31年 7月19日

電話：03-3527-9824

ＮＶＴ型（白） 西武ポリマ化成株式会社 平成28年11月15日

新大漁ＷＳＴ型（白）  技術部          ～

平成31年11月14日

電話：03-3527-9824

ＳＸ型（白） シバタ工業株式会社 平成28年11月15日

ＳＸ型（グレー） 海洋土木事業部海洋設計グループ          ～

ＳＨ型（白） 平成31年11月14日

ＳＨ型（グレー）

電話：078-946-1515

ＳV-R型（VR0-VR4） シバタ工業株式会社 平成30年5月16日

ＳX-R型（VR0-XR3） 海洋土木事業部海洋設計グループ          ～

平成33年5月15日

電話：078-946-1515

証明書番号 SCOPE-0701（株式会社ブリヂストン）

証明書番号 SCOPE-1501（トレルボルグ･マリンシステムズ･ジャパン株式会社）

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-

8-2

〒286-0026 神奈川県足柄郡開成町

延沢1番地

ＤＡ-Ａ型-R 150H、200H、250H、

300H（R1-R3）、

SCOPE-RFD-1404

SCOPE-RFD-1501

SCOPE-RFD-1502

ＤＡ-Ａ型-M 250H、300H（ME-

M3）

なお、以下の外国産防舷材についても港湾工事共通仕様書に記載されている耐オゾン性、耐久性に適合していることを確認しています。

SCOPE-RFD-1601

SCOPE-RFD-1602

SCOPE-RFD-1603

(初回発行 H24.6.20：Ｖ丸型、Ｖ

Ｗ型、新大漁ＷＫ型、Ｖ型)

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-

8-2

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-

8-2

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-

6-6

SCOPE-RFD-1801

〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中

尾1058番地


