
ながさき建設技術フェア２０１０出展企業・団体一覧
出展テーマ № ブース 団体名 商品名 一般名

1 環-1 （株）ダイカ ユニットネット工法 自然斜面補強土工法
2 環-2 大石建設（株） サブマリンクリーナー 底質除去装置

3 環-3 国土防災技術（株）長崎支店
1.タフグリーン工法　2.ECOバインド工法　3.キカレス
工法

1.荒廃地緑化　2.カルシウム系固化材を用いた透水
性法面保護工　3.郷土植生復元工法

4 環-4 （株）東洋商行 1.硬質地盤クリア工法　2.硬質地盤クリア工法
1.サイレントパイラーECO400S　2.スーパークラッシュ
SCU-400M

5 環-5 補強土植生のり枠工協会 GTフレーム工法 「全面緑化」のり枠工

6 環-6 長繊維緑化協会 九州支部 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）

7 環-7 （株）ネオコンクリート
1.アニーヴンビオポーラス　2.バイオログ　3.ふる里
4.ソルコマット　5.ジャンボ・ブロック・マット

1.アニーヴン　2.バイオログ　3.ふる里　4.ソルコマット
5.JBM

8 環-8 菱和コンクリート（株） 1.エコフォーム　2.デルタフリー 1.自立式残存型枠　2.魚道ブロック
9 環-9 ドリム工法研究会 ドリム工法 極低天端潜堤
10 環-10 長崎県ジオファイバー協会 ジオファイバー工法 連続繊維補強土工法

11 環-11 長崎県窯業技術センター
1.エコほたる及び蓄光式避難誘導灯　2.フォトセラ　3.
波佐見焼テーブルライト　4.トンネル用エコタイル

1.蓄光性道路鋲及びタイル　2.透光性陶板加工品　3.
透光性磁器による照明器具　4.陶磁器製タイル

12 リ-1 （有）張本石材
1.セミアンツーカ材再生砂土　2.改良土　3.再生砂　4.
アースブラック

1.グランド材、緑化材　2.埋戻材　3.埋戻材　4.接地抵
抗低減材

13 リ-2 溶融スラグ有効利用協議会 リサイクル透水性カラーコンクリート舗装 エコ・レ舗装

14 リ-3
長崎県エコサイクル緑化工協
会

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

15 リ-4
日本基礎技術（株）　長崎営
業所

竹繊維法面緑化工法 同左

16 コ-1 (株)特殊高所技術 特殊高所技術 特殊高所技術

17 コ-2
共和コンクリート工業（株）
長崎営業所

1.グラベール　2.ｽﾗｸﾞﾘｰﾄﾞ工法　3.斜角門形カルバー
ト　4.波返しﾌﾞﾛｯｸ

1.法面保護工水質浄化　2.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物鉄筋防食
工法

18 コ-3 ＲＳＩアンカー協会 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
19 コ-4 （有）ネクステージ ラジコンヘリによる写真撮影 空撮

20 コ-5 ㈱ヤマウ
1.Fine uni（ﾌｧｲﾝﾕﾆ）　2.スパンザウォール　3.ＰＧＦ　4.
Ｌ型擁壁用コーナーブロック　5.ＬＥＤ照明

1.後付エレベーター昇降路　2.ハーフプレキャスト大
型ボックス　3.プレキャストコンクリート製剛性防護柵
4.道路用擁壁

21 コ-6 (株)栄輝 ランダム式サイクルハンマー工法 大口径ボーリング工法
22 コ-7 (株）光福テクノ 1.トモリック　2.タフコート 1.長期重防錆防食塗料　2.熱交換塗料

23 コ-8 （株）セウテック
1.DI法　2.軽量盛土工法　3.マンモス工法　4.セロワー
ク工法

1.電気探査　2.N-SPC工法　3.土壌浄化工事　4.埋設
杭撤去工事

24 維-1 オリエンタル白石（株） 1.Kui Taishin-SSP工法　2.SLJスラブ
1.圧入鋼板巻立　2.テンドバンド鉄筋を用いたプレ
キャストPC床版

25 維-2 三興建設（株） 1.クラックカットシール　2.MMジョイント 1.クラックカットシール　2.埋設型橋梁伸縮継手

26 維-3
小松物産（株）
・（株）近代設計

1.IC-MOLE　2.IC-Band　3.ICプレート　4.地下空間管
理システム

同左

27 維-4 （株）ジオックス
1.eプレートリペラーク　2.スーパーホゼン式工法　3.含
浸系表面保護材　4.LED電球

1.炭素繊維　2.補強工法　3.含浸材　4.LED電球

28 維-5 麻生グループ
1.コンクリート構造物の調査診断　2.HSモルタル
HSPU目地工法　3.AQライトプレート　4.タフエースタイ
ダスト

1.構造物の調査・診断　2.構造物の補修・修繕　3.残
存型枠　4.ポリマーセメント

29 維-6
日本SPR工法協会
九州支部

1.SPR工法　2.オメガライナー工法 1.管渠更生工法　2.管渠更生工法

30 維-7 （株）第一検査工業
1.鋼構造物の非破壊調査　2.コンクリート構造物の非
破壊調査

1.放射線透過検査、超音波探傷検査、磁粉探傷検査
2.地中レーダー探査、赤外線カメラ

31 維-8 日本乾溜工業（株） コンクリート構造物補修工 タフネスコーティング工法

32 維-9 （株）　親和テクノ 点検機器・維持補修・補強工法
①sto乾式吹付工法②マグネライン工法③ピングラウ
ト工法④電磁波レーダー

33 維-10 あけぼの建設（株） AGS工法（アケボノガラスシステム工法） 液体ガラス

34 維-11 長崎大学工学部
1.レーザ―ドップラー速度計　2.ラインセンサスキャ
ナー　3.棒型スキャナー　4.パネル紹介

1.振動測定器　2.全視野ひずみ計測器　3.コンクリー
ト内部計測器　4.パネル

35 維-12 （株）パスコ長崎支店
1.モービルマッピングシステム(MMS)　2.リアルプチ
（RealPetit)　3.航空レーザ測量データ三次元表示シ
ステム

1.高精度ＧＰＳ移動計測システム　2.小型道路・沿道
計測システム　3.三次元表示システム

36 維-13 （株）創建
1.MPS工法　2.コンクリート構造物の非破壊検査　3.コ
ンクリート構造物の剥離箇所探査

1.亀裂補修工法　2.コンクリート・テスター　3.コロリン
転検棒(Dr.コロリン)

37 維-14 EX・ダンビー協会九州支部 EX・ダンビー工法 非開削管路更生工法
38 維-15 扇精光（株） 1.施設維持管理GISの事例紹介　2.3Dスキャナ事例 1.GIS　2.3Dスキャナ
39 維-16 アウトプレート工法研究会 アウトプレート工法 アウトプレート
40 安-1 PAN WALL工法協会 PAN WALL工法 地山補強土工法

41 安-2
ハイパワーフェンス工法研究
会

ハイパワーフェンス工法 高エネルギー吸収柵　落石防護柵　雪崩予防柵

42 安-3 東亜グラウト工業（株） 柔構造物工法及び各工法設置事例紹介について
インパクトバリア工法・リングネット工法・パワーネット
工法

43 安-4
ビーズリンガーネット工法研
究会

ビーズリンガーネット工法 高エネルギー落石防護網

44 安-5 （株）エスイー　九州支店 1.RSパネル　2.タイブルアンカー　3.落橋防止装置
1.切土補強土工法用樹脂製反力体　2.グラウンドアン
カー　3.落橋防止装置

45 安-6
九州電力グループ
西日本技術開発（株）

安全安心な持続型社会構築促進プロジェクト
簡易型防災図上訓練（DIG）、高度防災評価システム
（火山災害）等、フライアッシュコンクリート

46 安-7 復建調査設計（株）

1.安全・安心を支える技術①ソフト防災　2.安全・安心
を支える技術②構造物の維持管理　3.安全・安心を
支える技術③3D計測（ナローマルチビーム測深シス
テム）

1.防災関連技術　2.長寿命化関連技術　3.空間情報
関連技術

47 他-1
長崎総合科学大学　建築学
科

1.研究室紹介（一般向け）　2.研究室紹介(高校生向
け)

48 他-2
(財）長崎県建設技術研究セ
ンター

業務紹介 業務紹介

※展示する商品、工法（商品名、一般名の欄)は変更する場合がございます。
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