
「ながさき建設技術フェア２００９」出展企業・団体一覧

出展技術・商品名 左記技術・製品の一般名称

1 環-１ 長崎県ジオファイバー協会 ジオファイバー工法 連続繊維補強士工法

2 環-２ カエルドグリーン協会 カエルドグリーン工法 カエルドグリーン工法

硬質地盤クリア工法 サイレントパイラーECO400S

硬質地盤クリア工法 スーパークラッシュSCU-400M

4 環-４ 大石建設株式会社 サブマリンクリーナー 剥層浚渫装置

タフグリーン工法 荒廃地緑化

ＥＣＯバインド工法 カルシウム系固化材を用いた透水性法面保護工

キカレス工法 郷土植生復元工法

  ワーロックシーロックスタビック  各種消波ブロック

アドバンテージ  無機接着固定材

ナイトブライト  高輝度畜光材製品

ＬＶＤ照明  省電力大型照明

7 環-７ 既設モルタル再生工法研究会 既設モルタル再生工法 バスク

8 環-８ 株式会社　九建 移動式アスファルト再生プラント（アスルユニット・アスル工法） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

9 環-９ 長繊維緑化協会　九州支部    （ブース展示）コスト縮減新技術・新工法NETIS　QS-000021  ロービングウォール工法（長繊維混入補強土一体緑化工法）

デルタフリー 魚道ブロック

水産協調型ホロースケヤー 藻場造成

エコフォーム 自立式砂防ブロック

グリーンヴィッド 環境保全型

11 環-１１ 九州電力グループ　西日本技術開発株式会社  環境型社会構築促進総合プロジェクト フライアッシュ利用コンクリート、高度防災評価システム、エコ促進型地域振興プログラム

12 環-１２ 日本基礎技術株式会社　長崎営業所 竹繊維法面緑化工法 植生基材吹付工

研究室紹介（一般向け） －

学科紹介（高校生向け） －

植物誘導吹付工 リサイクル植生吹付工

３Ｎリサイクル緑化工 リサイクル植生吹付工

R-Sand 廃ガラス再生砂

固形燃料 RPF

木くずチップ

16 リ-３ 九州運輸機工株式会社  廃プラスチック完全循環型ｼｽﾃﾑ PBウッド

17 リ-４ タキロンプロテック株式会社　西日本営業グループ  再生PET樹脂　被覆鉄線  再生PET　フェンス

18 リ-５ 長崎県エコサイクル緑化工協会    （ブース展示）リサイクル緑化新工法・新技術NETIS　KT-990055 エコサイクル緑化工法

19 リ-６ 溶融スラグ有効利用協議会 一般廃棄物焼却溶融スラグを再利用した透水性コンクリート舗装  リサイクル透水性カラーコンクリート舗装(長崎県リサイクル工法認定製品)

20 コ-１ (独)土木研究所・日本地研（株）・長菱制御システム（株）・西日本菱重興産（株） 光ファイバセンサによる斜面の多点変位計測技術 MDM

21 コ-２ パシフィックコンサルタンツ株式会社 設計VE  Value Engineering（バリュー・エンジニアリング）

 周波数効果を利用した電気探査 電気探査

汚染土壌の浄化工事 マンモス

地中埋設物撤去 ヒロワーク工法

エレベーターシャフト エレベーター昇降路建物

ガードクリフ ガードレール基礎一体型擁壁

ＰＧＦ 車両用剛性防護柵

メンテナンス床板 歩道橋用階段踏み板

Ｅベース 積みブロック用基礎ブロック

スパンザウォール ハーフプレキャスト大型ボックス

24 コ-５ 株式会社特殊高所技術 特殊高所技術 足場工に代わる新工法

25 コ-６ 九州ＲＳＩアンカー協会    （ブース展示）コスト縮減新技術・新工法NETIS　KT-030024 ＲＳＩグラウンドアンカー工法

  ｉTECS法コンクリート構造物の非破壊検査装置 アイテック法

 CTSｰ02コンクリート強度検査装置  コンクリートテスター02

コンクリート構造物の調査診断 構造物の調査・診断

 HSﾓﾙﾀﾙHSPU目地工法 構造物の補修・修繕

AQライトプレート 残存型枠

 ﾀﾌｴｰｽﾅｲﾀﾞｽﾄ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

フジライン  RCR工法（補強工法）

Ｔ&Ｃ防食 劣化防止

エポ工法 マンホール鉄蓋取替工事

後付工法

RCR工法  ﾎﾟﾘﾏｰ ﾊﾟﾜｰﾘﾝｸﾞ

マンホール内面補強工事

グラベール  法面保護工水質浄化

アドバンテージ 構造物補修材

斜角門形カルバート

Gr-L型擁壁

Sto乾式吹付工法 コンクリート構造物の補修・補強

マグネライン コンクリート構造物の補修・補強

ピングラウト ひび割れ止水工

電磁波レーダー  鉄筋探査空洞探査

バスク工法 既設モルタル吹付の再生工法

 非破壊検査（探傷）   放射線透過検査超音波探傷検査磁粉探傷検査

 非破壊検査（探査） 地中ﾚｰﾀﾞｰ探査

クラックカットシール クラックカットシール

  ＭＭジョイント（マトリクス502埋設型ジョイント） ＭＭジョイント

 360度カメラ都市映像データベース

三次元地形GIS Wing-Beat

三次元計測システム Scanstation

危機管理防災システム

バス位置情報システム バスポス

工事成績評定システム

公園台帳システム

用地管理システム

 （ユビキタス）ICタグを用いた施設管理 ICタグ

MAP CUBE  ３次元立体地図

 （安全・安心）わが街ガイド 住民向け地図情報サービス

 （安全・安心）公共施設予約システム 住民向け地図情報サービス

36 安-２ 東亜グラウト工業株式会社 柔構造物工法  リングネット工法インパクトバリア工法

フェロックス(AS-150) 滑り止め塗料

エポクゾ(MS-375G) 滑り止め塗料

 カメラ搭載ヘリコプター型無人飛行機   マイクロドローンズ（小型無人飛行機）

多方向斜め航空写真データ ピクトメトリ多方向斜め写真

3次元画像ビューワーシステム Dragon Fly

GPS自動変位計測システム Shamen net

グラウンドアンカー ＥＨＤ永久アンカー

ロックボルト工法 キャップナットロックボルトシステム

アンカー用緑化受圧板 アンカーパネル

  戦略的な道路維持管理に向けた経済分析技術；RAEM-Light RAEM-Light

 災 害 危 険 箇 所の周知及び維持管理 防災関連技術

41 安-７ ＰＡＮ　ＷＡＬＬ工法協会 表面保護工にコンクリート板を用いた地山補強土工法 PAN WALL工法

42 安-８ 日本工営株式会社　福岡支店 落石監視装置 落石発生監視装置

高耐久　STKネット プラスチック亀甲網

TKRフェンス 落下防止柵、立入防止柵

ドレスネット 小動物侵入防止柵

F-RENマット かごマット

44 県産-２ 財団法人長崎県建設技術研究センター ナーク紹介 ナーク紹介

県産品・
県内技術

環境

維持管理

テーマ

5 環-５ 国土防災技術株式会社　長崎支店

リサイクル

コスト縮減

安全・安心

No. ブース 企業・団体名
出展内容について

6 環-６ 三省水工株式会社

3 環-３ 株式会社東洋商行

10 環-１０ 菱和コンクリート株式会社　長崎営業所

13 環-１３ 長崎総合科学大学　建築学科

14 リ-１ 長崎県植物誘導研究会

15 リ-２ 株式会社中央環境

22 コ-３ 株式会社セウテック

23 コ-４ 株式会社ヤマウ

26 維-１ 協同組合熊本県構造物診断技術研究会

27 維-２ 麻生グループ

28 維-３ 不二興産協同組合

29 維-４ 全国エポ工法協会　九州支部長崎協議会

30 維-５ 共和コンクリート工業株式会社　長崎営業所

31 維-６ 株式会社親和テクノ

32 維-７ 株式会社第一検査工業

33 維-８ 三興建設株式会社

34 維-９ 扇精光株式会社

35 安-１ 株式会社パスコ　長崎支店

37 安-３ 株式会社シンコー

38 安-４ 国際航業株式会社　長崎支店

43 県産-１ 株式会社カミナガ・粕谷製網株式会社

39 安-５ ＫＪＳ協会（共催：（株）ウヱノ・（株）カミナガ・弘和産業（株））

40 安-６ 復建調査設計株式会社


