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TAI-FLEX 

Features 

TAISEI KIKO CO.,LTD. 

Overview (Technical principles, actions, etc.) 

• Ductile iron made ball type flexible expansion joint 

A
pplications 

W
ater W

orks 

• TAI-FLEX  is a ductile iron flexible joint , which was developed for  the purpose of 

protecting pipeline from pulling out of jointed  parts , and / or damages which are  

caused by ground  subsidence in reclaimed land and soft ground. 

【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント 
      太字 
   色 ：青 

【環境技術・製品等の名称】 
７ワード程度以内で分かり
やすく記載下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：24ポイント 
      太字 
   色 ：白 

【PRポイント】 
２０ワード以内で、海外企業に対し、技
術・製品を分かりやすく訴求できるポイ
ントを記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：14ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の特徴】 
技術・製品等の特徴を、３点程度箇条書き
で簡潔にPRして下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の概要】 
技術・製品等の概要が分かるように、原理・
動作等をご記入下さい。（データや図表、写
真等も適宜ご利用下さい。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【適用分野】 
技術・製品を適用できる分野をご記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ Narrow 
サイズ ：6ポイント 
   色 ：青 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「特徴」から「概要」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって必要があ
れば変えていただいて結構です。 
 

・Tai-Flex is unique in a way that it does not 

use bolt nor nut. This allows us to attain 

maximum strength.  

Tai-Flex is also compact with great bending 

and settlement ability. Other strong points 

include superior anticorrosion, excellent water 

tightness with self sealing gasket, and 

corresponds to torsion. 

Available DN 50mm-DN 1800mm 

Ductile iron made ball type  
flexible expansion joint 

Installation Examples 

• A number of job references exceed over 70,000 installations in Japan and overseas. 
 

Effects 

Pipe installation 
around a structure 
 

Aqueducts 

Boundary of earth layer 
Pile installation around 
a valve room 

Examples of application 



A0サイズ （841×1189mm） 

Inquiries 

TAISEI KIKO CO.,LTD. 
OPERATIONS DEPARTMENT 
 

http://www.taiseikiko.com 

E-mail    operations-dep@taiseikiko.com 
1-1-3-1900 Umeda Kita-ku Osaka, Japan 

TEL +81-6-6344-7784     FAX +81-6-6344-7941 

【導入実績】 
技術・製品等の国内及び海外で
の導入実績、普及状況を箇条書
き形式にて記載下さい。 
（無い場合には、前頁の概要を引
き続き記載しても結構です。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【効果】 
技術・製品等の適用による効果の
概要が分かるように箇条書き形式
にて説明を記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
    色：黒 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「導入実績」から「効果」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって変えて 
いただいて結構です。 
 

問い合わせ先 【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント太字 
    色：黒 

問い合わせ先 【部署名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：9ポイント 
    色：黒 

問い合わせ先 
【URL】【E-mail】 【TEL】【FAX】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：10ポイント 
   色 ：黒 

【住所】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：8ポイント 
   色 ：黒 

Water Group of  Kansai-Asia Environmental and Energy-Saving Business Promotion Forum  (Team E-Kansai) 
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• Water Pipeline Stopper  Installed under pressure 

Features 

• The  YANO STOPPER can be installed at any part on the pipeline under  pressure. 

• The  YANO STOPPER is installed in its full open state, and can be closed at any time. 

 Overview (Technical principles, actions, etc.) 

•The  YANO STOPPER consists of a sleeve, a rubber  

faced obturater and a bonnet which stores a spindle for  

vertically moving the obturater.  

 
The obturater is inserted into a cut hole  made in the 

pipe  by under pressure drilling.  

Installation Examples 

• Ever since its first  installation in 1973, a number of job reference exceeds 165,000 
installations. 
 
• This includes France , United Kingdom,  Germany, U.S.A,  Iraq, Russia,  Egypt, Singapore. 

Effects 

Bypassing under pressure As s safety precaution 
Substitute for  
non-functional gate valve Minimizing suspension area 


