
11月７日㈮ 13:00～13:30

11月６日㈭ 14:00～14:30

技術概要集

（代表）

「維持管理」、「安全・安心」、「環境・景観」、
「コスト縮減」、「品質」、「リサイクル」、
「情報通信技術」、「県産品」をテーマに、

最新の建設技術を展示します。

市
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　連続正解で最後まで勝ち残った方には、賞品を進呈します。みなさん、お気軽にご参加ください。

　　  　下表のとおりです。

日付 CPDS単位 CPDS登録番号 発行時間

11月 6日(木) 15:30～18:00

11月 7日(金) 12:30～16:00

　

　不明な点、質問連絡などがある方は事務局（④）にお越しください。

※ ②③④はステージ横の事務局で行います。場所はブース配置図（７頁）をご覧ください。

　アンケート回収コーナー（③）で回収します。ご協力いただいた方には粗品を進呈します。

　食事は２階観覧席でお願いします。

ながさき建設技術フェア2014【11/6】

ながさき建設技術フェア2014【11/7】

プログラム名

　【お問い合わせ】

　【受講証明書（ＣＰＤＳ）について】

　【食事について】

　【建設クイズ大会（２択クイズ）】　　どなたでも参加できます。

　【スタンプラリー】

　【アンケート】

　　　・一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会　継続学習制度（ＣＰＤＳ）の単位、登録番号は

　　　・両日とも、受講証明書を受領できます。ただし、２日分まとめての発行はできません。

　　　・受講証明コーナー（②）で発行します。事前の申込は不要です。

集められた方に、粗品を進呈します。

　会場内でスタンプラリーを行います。アンケート裏面のスタンプ欄に、各テーマ毎のスタンプを

お知らせ 
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テーマ ブース 企業・団体名 ページ

維-1 アジア航測株式会社　長崎営業所・復建調査設計株式会社　長崎支店

維-2 Ｋ＆Ｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社

維-3 株式会社　栄組

維-4 株式会社　イノアック住環境

維-5 日本乾溜工業株式会社　長崎支店

維-6 山王株式会社

維-7 長崎県管路更生協会

維-8 日本ＳＰＲ工法協会　九州支部

維-9 株式会社　地域開発

維-10 Ｗ２Ｒ工法協会

維-11 折田建設工業株式会社

維-12 長崎大学・佐賀大学

維-13 大栄開発株式会社

維-14 麻生グループ

維-15 日之出水道機器株式会社　長崎営業所

維-16 新興アルマー工業株式会社

維-17 (株)横河ブリッジ・(株)住軽日軽エンジニアリング

維-18 パルテム技術協会　九州支部

維-19 長崎県のリフレッシュ工法協会

維-20 (株)エスイー　九州支店

維-21 株式会社アリモト工業

安-1 菱計装株式会社

安-3 東亜グラウト工業　株式会社

安-4 ＫＴＢ協会・ＰＣフレーム協会

安-5 株式会社　ダイカ

安-6 株式会社ビーセーフ

安-7 総合地研㈱

安-8 ビーズリンガーネット工法研究会

安-9 共和コンクリート工業(株)長崎営業所

安-10 株式会社　ディーシー　㈱馬渡商会

安-11 ホリー株式会社

安-12 ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会

環-1 長崎県ジオファイバー協会

環-2 長崎県ニューレスプ協会

環-3 一般社団法人　鋳田籠工法協会

環-4 トミナガコーポレーション株式会社

環-5 内田産業株式会社

環-6 株式会社ニーテックハマナカ

環-7 大野コンクリートグループ

環境・景観

「ながさき建設技術フェア２０１４」出展者一覧

安全・安心

維持管理
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テーマ ブース 企業・団体名 ページ

「ながさき建設技術フェア２０１４」出展者一覧

環-8 フリーフレーム協会　九州支部

環-9 大石建設株式会社

環-10 (一社)長崎県造園建設業協会・(一社)日本造園建設業協会長崎県支部

環-11 ロンタイ株式会社　福岡支店

環-12 岡三リビック(株)　九州支店

環-13 株式会社 コイシ

環-14 松本技術コンサルタント株式会社

環-15 株式会社東洋商行

環-16 長崎県窯業技術センター

環-17 長繊維緑化協会　九州支部

コ-1 ＦＩＬＬ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会

コ-2 パワーブレンダー工法協会

コ-3 株式会社　オクノコトー

コ-4 トラスト

コ-5 Ｖホール協会

コ-6 菱和コンクリート株式会社

コ-7 株式会社ヤマウ

コ-8 株式会社　春田建設

コ-9 旭化成ジオテック株式会社

コ-10 ＲＳＩアンカー協会

コ-11 九州電力グループ　西日本技術開発株式会社

品-1 株式会社　光福テクノ

品-2 株式会社　西部工建

品-3 鹿島建設・日本海上工事

品-4 竹本油脂株式会社

品-5 株式会社　中央産業

品-6 株式会社コマロック

リ-1 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱

リ-2 長崎県植物誘導研究会

リ-3 株式会社　張本創研

リ-4 長崎県エコサイクル緑化工協会

情報通信技術 情-1 株式会社　セリタ建設

県-1 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱

県-2 株式会社　ＬＥＤ

他-1 門田建設株式会社

他-2 長崎総合科学大学　工学部

他-3 扇精光ソリューションズ株式会社

他-4 復建調査設計株式会社　長崎支店

出展総数　７７団体

その他

コスト縮減

県産品

リサイクル

品質

環境・景観
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テーマ 発表順 ブース 企業・団体名

～

～

維－１ アジア航測株式会社　長崎営業所/復建調査設計株式会社　長崎支店 ～

維－２ Ｋ＆Ｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 ～

維－３ 株式会社栄組 ～

維－４ 株式会社　イノアック住環境 ～

維－８ 日本SPR工法協会　九州支部 ～

維－９ 株式会社　地域開発 ～

維－１１ 折田建設工業株式会社 ～

維－１２ 長崎大学・佐賀大学 ～

維－１３ 大栄開発株式会社 ～

維－１６ 新興アルマー工業株式会社 ～

維－１７ (株)横河ブリッジ・(株)住軽日軽エンジニアリング ～

維－１８ パルテム技術協会　九州支部 ～

安－１ 菱計装株式会社 ～

安－６ 株式会社ビーセーフ ～

安－１０ 株式会社　ディーシー　㈱馬渡商会 ～

安－１２ ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会 ～

環－３ 一般社団法人　鋳田籠工法協会 ～

環－７ 大野コンクリートグループ ～

環－１１ ロンタイ株式会社　福岡支店 ～

環－１２ 岡三リビック(株)　九州支店 ～

環－１３ 株式会社コイシ ～

環－１４ 松本技術コンサルタント株式会社 ～

環－１６ 長崎県窯業技術センター ～

コ－１ ＦＩＬＬ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会 ～

コ－２ パワーブレンダー工法協会 ～

コ－７ 株式会社ヤマウ ～

コ－８ 株式会社　春田建設 ～

品－４ 竹本油脂株式会社 ～

品－６ 株式会社コマロック ～

リ－１ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ ～

リ－２ 長崎県植物誘導研究会 ～

情報通信技術 情－１ 株式会社　セリタ建設 ～

県産品 県－1 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱ ～

その他 他－４ 復建調査設計株式会社　長崎支店 ～

11月6日（木）＜1日目＞

発表時間

講演「維持管理の時代－修復する技術から予防する技術へ－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学名誉教授　岡林　隆敏　先生

建設クイズ大会（中央ステージ）

安全安心

コスト縮減

品質

維持管理

環境・景観

リサイクル

◆ 開 催 プ ロ グ ラ ム ◆
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◆ 開 催 プ ロ グ ラ ム ◆

テーマ 発表順 ブース 企業・団体名

その他 他－４ 復建調査設計株式会社　長崎支店 ～

県産品 県－1 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱ ～

情報通信技術 情－１ 株式会社　セリタ建設 ～

リ－１ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ ～

リ－２ 長崎県植物誘導研究会 ～

品－６ 株式会社コマロック ～

品－４ 竹本油脂株式会社 ～

コ－８ 株式会社　春田建設 ～

コ－７ 株式会社ヤマウ ～

コ－２ パワーブレンダー工法協会 ～

コ－１ ＦＩＬＬ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会 ～

環－１６ 長崎県窯業技術センター ～

環－１４ 松本技術コンサルタント株式会社 ～

環－１３ 株式会社コイシ ～

環－１２ 岡三リビック(株)　九州支店 ～

環－１１ ロンタイ株式会社　福岡支店 ～

環－７ 大野コンクリートグループ ～

環－３ 一般社団法人　鋳田籠工法協会 ～

～

～

～

安－１２ ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会・ＣＡＢ ＷＡＬＬ工法研究会 ～

安－１０ 株式会社　ディーシー　㈱馬渡商会 ～

安－６ 株式会社ビーセーフ ～

安－１ 菱計装株式会社 ～

維－１８ パルテム技術協会　九州支部 ～

維－１７ (株)横河ブリッジ・(株)住軽日軽エンジニアリング ～

維－１６ 新興アルマー工業株式会社 ～

維－１３ 大栄開発株式会社 ～

維－１２ 長崎大学・佐賀大学 ～

維－１１ 折田建設工業株式会社 ～

維－９ 株式会社　地域開発 ～

維－８ 日本SPR工法協会　九州支部 ～

維－４ 株式会社　イノアック住環境 ～

維－３ 株式会社　栄組 ～

維－２ Ｋ＆Ｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 ～

維－１ アジア航測株式会社　長崎営業所/復建調査設計株式会社　長崎支店 ～

維持管理

コスト縮減

安全安心

リサイクル

環境・景観

品質

建設クイズ大会（中央ステージ）

昼食

講演「道路の老朽化対策についての最近の動向」
　　　　　　　　　国土交通省九州地方整備局　道路保全企画官　横山　陽一　氏

発表時間

11月7日（金）＜2日目＞
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※図内の矢印は、順路です。

ブース配置図 

① 

②
③
④
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維持管理 維－２ 団体名：

登録番号
連携提案

お問い合わせ・連絡先

K＆K　Service株式会社

電磁波レーダー（コンクリート内部探査用）　SIR-EZ〈ストラクチャスキャン〉

その他の
認定制度名称

１．特徴
コンクリート深度４５０ｍｍまでの鉄筋・電線管・空洞・クラック・
ジャンカの位置、状態を瞬時に把握することを可能にしました。
（１）多重反射が少なく、一目でわかる鮮明画像
（２）誰でも簡単に操作でき、正確に判定が可能
（３）技術の進化に合わせて、 カードでバージョンアップ
（４）報告書作成ソフトにより報告書作成・編集支援
（５）３Ｄ可視化ソフトによりＸ線のような画像表示が可能

お問い合わせ・連絡先
〒 福岡県福岡市西区北原１丁目１２－２２

＆ 株式会社 （ 社の正規代理店）
・

２．効果
従来Ｘ線では探査できなかった箇所（例えばフィルム
を挟めない箇所や放射能の影響が危惧される
環境）に容易・スピーディー・安全に鮮明な透視画像
を探査できるのが特長で不規則な配管や電線管の
探査に適しています。
Ｘ線の事前調査にも最適で鉄筋・配管・電線の位置
と深度を正確に探査可能。

３．適用範囲
・コンクリート内に鋼繊維が混入されていない場合。
・測定面に金属質の物が全面に敷設していない場合。
・測定面に装置のいずれかの車輪が接地する場所。
・測定面が流水や溜水のない場所。
・測定箇所が水中以外の場所
・装置サイズ幅約 ×長さ約 ×高さ約
が入り、移動が出来る場所。
・適用限界深度約 以内の探査。
・断熱材を通しての探査

鉄筋（上部が白色下部が黒色） 

非金属管（上部が黒色、下部が白色） 

密集配筋 

深度300mm鉄筋 

黒い帯状の線はｺﾝｸﾘｰﾄ

【スラブ筋が錆びることでクラックが発生】 

スラブ筋 クラック 

各種の配筋例 

社（米国、世界シェア のレーダー専門メーカー）と
社（日本、コンクリート探査装置のパイオニア）の

共同開発品

４．今後の開発予定
・コンクリート内塩分量探査
・鉄筋径、鉄筋腐食探査
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維持管理 維－３ 団体名：

登録番号
連携提案 87ページ

登録番号
連携提案

【コンクリート内部からひび割れを補修、漏水補修に効果大】
コンクリート躯体表面を穿孔して設けた注入孔に逆流防止機能を有し
た特殊なノズル型注入機を挿入し、固定させて躯体内部からコンクリ
ート補修材を注入するひび割れ補修工法です。

特長
①ミストドリルにて躯体を穿孔後、脱着を容易にした
　特殊ノズルを挿入して、内部から注入します
②注入圧力を注入状況に応じて自由に調整できます
③補修材(無機・有機)を選びません
④複数の補修材を連続して注入できます
⑤廃棄物がほとんどなく環境にやさしい技術です
⑥躯体に傷をつけたり汚したりすることがありません
⑦独自の施工管理基準を設け施工管理を行います
⑧非破壊検査で補修後の閉塞・充填状況を評価します
⑨ひび割れ・浮き、漏水止水と様々な補修を行う技術
　です（漏水圧より大きい圧力で注入できるため、
　　漏水補修工事において評価が高いです。）
⑩特殊ノズルの外径は、 、 の 種類であ
　り、穿孔跡も目立ちません

お問い合わせ・連絡先

　　　　　〒028-0776　岩手県遠野市上郷町板沢9-19-1
　　　　　株式会社栄組　コンクリート補修事業部　佐々木栄洋
　　　　　Tel 0198-65-3032  Fax 0198-65-3324
　　　　　http://sakaegumi.jp/　　tono@sakaegumi.jp

その他の
認定制度名称

東京都新技術（No.1101012）

株式会社栄組

真空吸着型圧力調整注入工法

その他の
認定制度名称

東京都新技術（No.1101012）

【ひび割れ補修に革命を起こす技術、深いところ、狭いところにも、的確に注入可】
真空吸着機能を有する注入機を用いてひび割れ表面からコンクリート
補修材を注入するひび割れ補修工法です。

特長
①コンクリート構造物への脱着が容易で、躯体
　表面のひび割れ箇所から注入します
②低圧から高圧まで注入圧力を調整できます
③補修材(無機・有機)を選びません
④複数の補修材を連続して注入できます
⑤廃棄物がほとんどなく環境にやさしい技術です
⑥躯体に傷をつけたり汚したりすることがありません
⑦独自の施工管理基準を設け施工管理を行います
⑧非破壊検査で補修後の閉塞・充填状況を評価します
⑨コンクリートの表面が平面、曲面でも設置できるため
　直径300mmのコンクリート柱や内径600mmにコンクリート管
　のひび割れも補修できます。

全国各地の施工協力店がしっかりと補修を行います。
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4 維持管理 維－４ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

　
　

　
　

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　〒456-0062　愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号　イノアック日比野ビル2F
　　　　　　　　　　　　　　 株式会社　イノアック住環境
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 052-681-2111  FAX 052-682-6909
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL http://www.inoac.co.jp/juukan

ＣＢＫ－１００００２－Ａ
その他の

認定制度名称

株式会社　イノアック住環境

現場発泡ウレタン軽量盛土工法（Ｒ－ＰＵＲ工法）と維持補修工法

その他の
認定制度名称

ＱＳ－９９０００１－Ｖ

申請予定
その他の

認定制度名称

Ｒ－ＰＵＲ工法

（現場発泡ウレタン軽量盛土工法）

特長
１．現地にて硬質ウレタン樹脂を約３０倍に発泡

硬化させるため自由形状に施工可能です。

２．材料は約３６kg/m3と非常に軽量です。

３．施工設備は４ｔ車に全て積載されています。

４．施工実績は全国で約９００件、４５万ｍ３以上

を施工しています。

５．長崎県の新技術登録済みです。

６．（財）土木技術センターより設計・施工マニュ

アルが発刊されています。

ウレタン・フロート工法

（現場発泡ウレタン充填工法）

特長
１．現地にて硬質ウレタン樹脂を充填いたします。

２．充填することで延命化が可能となります。

３．従来の浮力が損なわれることはありません。

４．材料は約４０kg/m3と非常に軽量です。

５．施工設備は４ｔ車に全て積載されています。

６．全国で１２基の施工実績があります。

高密度ポリエチレン管ＥＦジョイントシ

ステム（現場融着接続樹脂管）
現場での熱融着（ＥＦ、ＢＵＴＴ）によりパイプとのジョ

イント部の漏水を軽減、可とう性のある管により高

低差による上下、左右の曲げ配管が可能。

特長
１．可とう性が大きく、地盤沈下や地震に対し柔軟

に追従するため、破損しずらい管路形成可能。

２．材料は比重０．９４と水より軽い。

３．現場でパイプと継ぎ手、パイプとパイプを融着

接続可能。

４．高密度ポリエチレンで管・継手とも構成されてい

るため腐食することなく耐久性約５０年。

シェッド緩衝材
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5 維持管理 維－５ 団体名： 日本乾溜工業株式会社　長崎支店

背面止水注入工・雑草アタック・非常用持出袋

問い合わせ・連絡先

〒851-0134 長崎市田中町594番地1

TEL 095-837-8555

FAX 095-837-8559
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6 維持管理 維－６ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案
その他の

認定制度名称
商標登録代５５０４９７４号

山 王 株 式 会 社

オレンジパッチ／MM‐JOINTO DS型
その他の

認定制度名称QS-120034-A 熊本県新技術・新工法活用促進支援工法
登録商品

揮発性有機溶剤の臭いがしない!

オレンジパッチ VOCゼロ環境対応型舗装補修材

石油系溶剤から植物性溶剤へ‼
国土交通省新技術登録
NETIS登録番号 QS-120034-A

概要
オレンジパッチは揮発性有害物質（VOC)を全く含まない全天候型舗装補修材です。

従来常温合材には揮発性有害物質（主にトルエン、ベンゼン、ディーゼル）が加え

られています。オレンジパッチは100％植物から生成された溶剤を使用しています。

特徴
揮発性有害物質を含まないため、人体及び環境に無害です。環境庁が定める

土壌汚染物質及び地下汚染基準に適合しているため安心して降雨時、農道で

も使用でいます。

一般社団法人日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 性能証明取得工法

MM-JOINTO DS型 （商標登録第５５０４９７４号）

防水性・静粛性に優れた橋梁用埋設型ジョイント

「MMジョイントDS型」は、伸縮量が比較的小さい橋梁向けの埋設ジョイ

ントです。埋設ジョイントとして公的機関（道路試験所、施工技術総合研

究所）によるNEXCO性能照査試験に唯一合格している。

ジョイント部からの漏水を防ぐとともに、施工の効率化や快適な走行、

維持コストの縮減、交通振動の抑制にも効果的である。

問い合わせ・連絡先

山 王 株 式 会 社 本社工場：熊本市東区戸島西5丁目5‐57 TEL.096-214-6850 FAX.096-214-6860
埼玉工場：埼玉県熊谷市三ヶ尻3072     TEL.048-594-9146   FAX.048-594-9147
オレンジパッチフリーダイヤル TEL.0120-375-004
URL:http://kumamoto-sanou.co.jp
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7 維持管理 維－７ 団体名： 長 崎 県 管 路 更 生 協 会

下 水 道 管 路 施 設 の 維 持 管 理

問い合わせ・連絡先

ＳＰＲ工法の特長は、管径250㎜～6000㎜までの既設管径に対応することができ、下
水を流しながらの施工が可能なため本管の水替えが不要なことです。
また、急な集中豪雨や限られた作業時間の中でも、作業を一時中断することが出来、後日、
材料を接続し作業を再開できます。

オメガライナー工法の特長は、管径150㎜～450㎜まで対応でき、あらかじめ工場で
Ω状に折りたたんだ形状記憶硬質塩化ビニル製の更生材を蒸気加熱することで円形に復元
させる為、製造時の品質を容易に確保することが出来ます。また、インナーフィルムを必
要としないため、経年劣化によるフィルム剥げの心配もありません。

ＳＰＲ工法協会
（ＳＰＲ工法・オメガライナー工法）

長 崎 県 管 路 更 生 協 会
長崎市立岩町7-31（三興建設内）

TEL : 095-861-2355
FAX : 095-862-7684

協 会 員
(株)西海建設 三興建設(株)
(株)親和土建 水土工業(株)
(株) 高 谷 (株)長崎西部建設
博栄工業(株) (株) 星野組
堀田建設(株) (株) 丸栄組

光硬化工法協会
（シームレスシステム工法）

シームレスシステム工法は、光（紫外線）を照射することで確実に硬化する光硬化性樹
脂を使用しており、硬化時間の短縮やＣＯ2排出量を削減できます。
また、浸入水が多少あっても影響なく施工でき、施工後には、直ちにインナーフィルムも
除去するため、経過と共にフィルムが剥げて問題を起こすこともありません。
施工設備もコンパクトであり施工時間も短縮できます。
最大の特長は、ライトトレイン前部にＴＶカメラが装着されており、硬化前に出来形の確
認ができます。唯一、塩ビ管に対しての更生も可能となっております。(審査証明取得)
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維持管理 維－１０ 団体名：

登録番号
連携提案

R工法協会

R工法（既設側溝のリニューアル工法）

その他の
認定制度名称

・バリアフリー，省力化 

・専用特殊カッター 
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維持管理 維－１１ 団体名：

登録番号
連携提案 87ページ

お問い合わせ・連絡先

      折田建設工業株式会社　〒852-8026　長崎市金堀町44番7号
　　　　　　　　　　　　　　　　　    ＴＥＬ：095-862-0217　ＦＡＸ：095-861-4058
                                      担当　　山口　小笹　Ｅｍａｉｌ：info@oritakensetu .co.jp

ＵＲＬ　：http// oritakensetu.co.jp

折田建設工業株式会社

エポ工法
マンホール鉄蓋後付・修繕工法

ＣＢ－９８００４８－Ｖ
その他の

認定制度名称

技術の概要
人孔鉄蓋後付・修繕工法「エポ工法」は舗装工事前に人孔上部を撤去しておくことにより、人孔上部の突起がない
状態で、切断、切削、舗装材料の敷均し、転圧などの各種作業を支障なく行うことが可能になる工法です。

建設技術審査証明書・第１１０４号
　財団法人　土木研究センター

切削オーバーレイ工事
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維持管理 維－１２ 団体名：

登録番号
連携提案

87ページ
88ページ

お問い合わせ・連絡先
〒852-8521　長崎市文教町1-14
 長崎大学大学院工学研究科　 インフラ長寿命化センター　出水　享
  TEL:095-819-2880、  FAX:095-819-2879 　Mail：michimori@ml.nagasaki-u.ac.jp

〒840-8502  佐賀県佐賀市本庄1
佐賀大学 大学院 工学系研究科  伊藤 幸広
TEL：0952-28-8874　FAX：0952-28-8699 　Mail：itoy@cc.saga-u.ac.jp

長崎大学・佐賀大学

①スリット応力解放法、②棒型スキャナ、③ラインセンサタイプ全視野ひずみ計測装置、④コロコロチェッカー

その他の
認定制度名称

④ココロチェッカー 
コロコロチェッカーは、斜張橋の斜材保護管表面全周を

カメラで撮影するロボットで、撮影画像を用いて損傷等の
形状・寸法・位置を確認することができます。従来の調査・
点検よりも効率よく、精度の高い調査・点検ができます。 

撮影画像例 調査・点検状況 

①スリット応力解放法 
スリット応力解放法は、コンクリート部材に作用する応力

を精度よく計測する技術です。特にPC構造物の維持管理
に貢献できる技術です。 

計測状況 スリット切削状況 

②棒型スキャナ 
棒形スキャナは、コンクリート面に削孔した小径の孔

（φ25）に装置先端のスキャナ部を挿入し、内部壁面を高

精度に検査する技術です。 

棒型スキャナ 温度ひび割れ 

③ラインセンサタイプ全視野ひずみ計測装置  
ラインセンサタイプ全視野ひずみ計測装置は、コンク

リート表面の画像を高精細に取得する装置です。高精度
にひび割れやひずみ分布を可視化できる装置です。 

計測状況 ひずみ分布 
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維持管理 維－１３ 団体名：

　お問い合わせ・連絡先

大栄開発株式会社

のり面工の総合的維持管理の提案

大栄開発株式会社
〒

長崎県佐世保市日宇町２６９０番地

担当：三岳、松本

地質的
評価

点検

診断

評価

対策工
の検討

補修

工事

地質的評価や多彩な診断技術を用い
現場に適した点検の選択・提案

のり面工の総合な維持管理技術を提供します

多角的視点による総合的健全度評価
変状・劣化原因の推定

変状・劣化原因に対する
適切な補修範囲・工法の選定

長年の法面工事の経験と
多くの補修法面工事の施工実績

いろんな

点検機器が

体験できます
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維持管理 維－１４ 団体名：

登録番号
連携提案

麻生グループ

　“国土強靭化”　その目的達成のために・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査・診断から工事までトータルサポート

その他の
認定制度名称

≪技術でサポート≫
◆点検・現地調査～品質試験業務

長寿命化計画に不可欠な、構造物の健全度確認のための現地調査、品質試験に関して

専門技術者による現地調査、ＪＮＬＡ登録試験所における品質試験を一貫してスピーディーに対応致します。

◆発塵抑制型セメント系固化材 ◆軽量盛土工法用超軽量壁体構造体

　『ナイダスト』『スーパーソリッドエース』 　　『ＡＱライトプレート』

ナイダスト及びスーパーソリッドエースは固化材に FCBおよび構造物用の環境配慮型超軽量残存型枠で

微量のテフロンを添加することにより、粉体中に 森林伐採を無くし、地球温暖化防止に貢献します。

サブミクロン径の繊維を形成させて微粒子を捕捉します。 軽量化・高強度化・不燃化を実現した画期的な工法です。

定期点検 詳細調査 室内試験 補修設計

≪製品でサポート≫
◆後付けエレベーター昇降路 ◆簡易ＰＣ床版橋

　『ラクシス』 　『ＡＳスラブ』 最小限の工期で最大限の

長寿命化を実現

◆マンホール更生工法

　『ＲＭＩ工法』

『ラクシス』は、既存の建物に一切荷重負担をかけない

完全自立型のエレベーター後付け工法です。

５階建てまでの階段室型住宅、共用廊下型住宅などに

大幅に短い工期でエレベーターを設置することができる為

工事中の住民への影響を最小限に抑えることができます。

問い合わせ・連絡先
麻生商事株式会社
〒814-0001　福岡市早良区百道浜2丁目4番27号　ＡＩビル10Ｆ
TEL：092-832-5026（社会インフラ部直通）　FAX：092-832-5040
メールアドレス maeda-y01@asoshoji.co.jp
ホームページ　http://www.aso-group.jp/
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17 維持管理 維－１７ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

（株）横河ブリッジ・（株）住軽日軽エンジニアリング

アルミ合金製検査路KERO（ケーロ）・アルミ合金製遮塩板cusa（キュウサ）

その他の
認定制度名称

HK-130001-A

お問い合わせ・連絡先
㈱住軽日軽エンジニアリング　九州支店　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-23博多駅前第2ビル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：092-436-6910
                                                    E-mail：ryohei-goto@sne.co.jp
㈱横河ブリッジ　鉄構開発製品部　　　　　〒550-0004　大阪市西区靭本町1-4-12本町富士ビル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：06-6441-7520
                                         　 　　　　E-mail：s.device@yokogawa-bridge.co.jp　　　　　　　　　　　　　　　

SK-140005-A
その他の

認定制度名称

アルミ合金製検査路
KERO（ケーロ）
橋梁用上部工・下部工用の検査路です。
部材はすべてアルミ合金を使用する事で桁下環境で優れ
た耐食性を発揮します。ボルトは塩害対策処理を施したス
テンレスを使用します。
検査路内面には突起物がなく、検査者に配慮した構造に
仕上げました。ボルトレール構造を採用することで手摺支
柱位置を移動させることができ、現場での調整が簡単に
行う事が出来ます。
また下部工用ブラケット・梯子・階段などもすべてアルミ製
でオプションをそろえております。

アルミ合金製遮塩板
cusa（キュウサ）
橋梁の桁間を中空アルミパネルで塞ぐ事で、飛来塩分
の侵入を防止し、桁内部の腐食を防止する防食工法
です。
優れた密閉性を保つことができるため、箱桁内部と同
じ環境となるため、塗り替え面積の低減につながりま
す。
面板は高耐食で剛性の高いアルミ製のため、点検足
場として使用でき、面的に近接目視での点検を行う事
が可能です。
また軽量なため、人力で桁内側からの施工が可能で
す。

アルミ合金製遮塩
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維持管理 維－１９ 団体名：

登録番号
連携提案 89ページ

お問合わせ・連絡先　　　 長崎県のリフレッシュ工法協会

事務局：　〒859-0402　長崎県諫早市多良見町囲５６８　　ライト工業㈱長崎営業所内
ＴＥＬ０９５７－４９－２２２０　ＦＡＸ０９５７－４９－２２２１

長崎県のリフレッシュ工法協会

のリフレッシュ工法

その他の
認定制度名称

ＱＳ－９９００２３－Ａ
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20 維持管理 維－２０ 団体名：

お問い合わせ・連絡先
　                        （株）エスイー　九州支店
　　　　　　　　　　　　　〒812-0011　福岡市博多区住吉4丁目3番2号　博多エイトビル
　　　　　　　　　　　　　TEL：092-473-0191　FAX：092-473-1421
　　　　　　　　　　　　　メールアドレス takashi_nishimoto@se-corp.com　　　　　　　　担当　　西本　尊

（株）エスイー　九州支店

見えるアンカー・SEEE工法タイブルアンカーU型・落橋防止装置・SEリミッター

○見えるアンカー
　見えるアンカーは、グラウンドアンカーに作用する緊張力の増減を針の指示方向で表示するシステムです。グラウン
ドアンカーの緊張力を｢いつでも、簡単に、見える｣状態とすることでアンカーや斜面の異変を早期に発見することが可
能となります。
NETIS申請予定

○SEEE工法　タイブルアンカーU型
　タイブルアンカーＵ型は、ナット定着方式圧縮型アンカー工法で、アンカーの維持管理を考慮した製品です。ナット式
で緊張力調整機能に優れているため、将来の緊張力変動への対応が容易となります。
NETIS登録番号 KT-990309-V

○落橋防止装置
　連結ケーブルによる落橋防止装置は移動量の確保、衝撃的な地震力の緩和、橋軸直角方向への追随が可能です。
大きな衝撃吸収性能を有し、ひとつの構造でふたつの機能を有することが可能になったタイ-ブリッジシステムもありま
す。
NETIS登録番号 KT-000093-V

○SEリミッター
　道路橋示方書に基づいた変位制限装置です。桁の浮き上がりを防止するための機能及び衝撃的な地震力を緩和で
きる機能を備えています。
NETIS登録番号 QS-120021-A

○見えるアンカー

○落橋防止装置及びSEリミッター

○SEEE工法 タイブルアンカーU型

○SEリミッター
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安全・安心 安－１ 団体名： 　菱計装株式会社

問い合わせ・連絡先

【防錆塗料】ｴﾝﾊﾞｲﾛﾋﾟｰﾙ・ｱﾛｼｯﾄ

菱計装株式会社　　　　担当：業務部 杉村 博泰
〒854-0065　長崎県諫早市津久葉町1883番地20

TEL　0957-25-0111　　FAX　0957-25-3111

ｱﾛｼｯﾄの特長
　●水中、潤滑面、油面で優れた性能を発揮する
    　重防食エポキシ樹脂塗料です。
　●作業性、硬化性に優れています。
　●接着強度が優れているので長期防食を可能にします。
　●ピュアエポキシで構成されており、
    　有害物質を含んでいないので環境を汚染する
    　心配がありません。(無溶剤系）
　●油分を除去出来ない箇所にも直接塗布が可能です。
　●国内では水中で刷毛塗りできる唯一の塗料です。

水中硬化ｼｽﾃﾑ
水中での施工を行う際には、塗料と被塗装物の間に

　水が存在します。その水は塗装妨害物質となります。
　水による塗装接着の妨害、影響をまったく受けないのが
　アロシットです。
　アロシットはA&E独自のピュアエポキシで構成されており、
　水中でも硬化反応が進みます。
　硬化反応の過程で取り込んでいた水分が塗膜から
　絞り出されて完全に硬化します。
　形成された被膜は外部からの水の浸入を防ぎ、
　良好な防食効果を発揮します。

環境に優しく、水中設備の重防食に最適な塗料です。

エンバイロピールの特長
 　●塗料・テープで施工できない細かな箇所
   （塗布できない金属接合部）に施工できます。
   　 →異種金属接点腐食を防止します。
　 ●優れた絶縁能力を保持している（53KV/4ｍｍ）
   　 (財)電気安全研究所にて試験済みです。
   ●錆抑制剤を含んだ油が内部にまで浸透します。
   　 →腐食を止めると同時に錆の進行を許さない。
    　→中長期のメンテナンス費用を抑える事ができます。
　 ●施工済みの材料を再利用することができ、
　　　ゴミを排出しません。→環境に良い。
　 ●表面処理はワイヤーブラシまたは3種ケレン
　　　ﾚﾍﾞﾙで良い。→作業効率が良く、施工が容易です。

耐腐食技術
　専用装置により高温で溶融したｴﾝﾊﾞｲﾛﾋﾟｰﾙを吹き付ける
　だけの簡単作業です。
　対象物に密着した状態で冷えて固まり外部の空気・水を
　遮断すると共に、混和されている油(ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰｵｲﾙ
　：錆抑制剤含有)が滲み出て、腐食を完全に止めます。

施工前 施工後

国土交通省新技術情報提供ｼｽﾃﾑ 登録済

高湿度下でも塗布できることで採用となりました。

水中作業で細かな部分にも塗布できることが評価され採用となりました。

薬品耐性が評価されて採用となりました。
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安全・安心 安－３ 団体名： 東亜グラウト工業　株式会社

柔構造物工法

製品、工法等１

製品・工法等の特徴、効果、適用範囲、実績、価格など

※紹介する製品等が１つの場合や３つ以上の場合は、罫線を削除し全体を使って作成して下さい。
※見やすいよう、わかりやすいように工夫して作成して下さい。

製品、工法等２

製品・工法等の特徴、効果、適用範囲、実績、価格など

問い合わせ・連絡先
　　　　　　　　　　東亜グラウト工業株式会社　九州支店
　　　　　　　　　　福岡市博多区板付2丁目14-15
　　　　　　　　　　TEL　092-915-7088　　FAX092-915-7087
　　　　　　　　　　担当者　坂田・西原・池田・三治　　URL  http://www.toa-g.co.jp/

技術の概要

崩壊土砂対策

インパクトバリア　NETIS；HR-070033-A

落石等の運動エネルギーを主にリングネット及びブレーキリングの変形特性によって吸収する防護
柵です。250kj対応から3000kj対応まで6タイプの柵を準備しています。

TXI落石防護柵（TXI-010)は最大100kjまでの落石の運動エネルギーを高強度のTECCOネットとリ
プレイスロープに装着されたブレーキリングにより効率よく吸収する次世代のエネルギー吸収型の落
石防護柵です。

インパクトバリアは崩壊土砂による移動の力（Fms）が150KＮ/m 程度までの崩壊土砂対策工として
摘要可能です。本工法はリングネット工法の発展工法であり、待受擁壁の設置、また擁壁の設置に
伴う大規模切土やグラウンドアンカー等の抑止工が採用できない急傾斜地崩壊対策工に適してま
す。また、各構造物材が軽量であるため、重機の使用もほとんどなく狭小な場所においても短期間
での設置が可能です。

高エネルギ-吸収型落石防護柵

リングネット落石防護柵　NETIS；HR-990001-V

崩壊土砂対策に威力を発揮する防護柵　土砂災害防止法に対する崩土対策工

エネルギ-吸収型落石防護柵

TXI落石防護柵　NETIS；HR-990001-V

図・写真・表など

リングネット落石防護柵　NETIS；HR-990001-V

TXI落石防護柵　NETIS；HR-990001-V

インパクトバリア　NETIS；HR-070033-A
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24 安全・安心 安－４ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

お問い合わせ・連絡先

　　ＫＴＢ協会　九州支部　・　PCフレーム協会　九州支部  　担当：有水
　　　〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-3-11　HTCリベルテ大手門ビル７F
　　　　　　電話：092-725-7889　FAX：092-711-5082

KTB協会・PCフレーム協会

KTBアンカー工法・PCフレーム・スーパーメタルフレーム工法のご紹介

KT-980564-V・KT-990136-V
KT-990247-V・：KT-990350-A

その他の
認定制度名称

（一財）砂防・地すべり技術センター
（一財）土木研究センター
（一財）沿岸技術研究センター

SCストランド
　
  画期的な静電粉体塗装法でＰＣ鋼より線の素線１本１本にエポキシ樹脂被膜を形成した全素線塗装型ＰＣ鋼より線『ＳＣストラン
ド』、亜鉛めっきとエポキシ樹脂静電粉体塗装を二重に施し最強の防錆性能を有する超耐久性ＰＣ鋼より線『Ｄｕｃｓｔ（ダックスト）』。
これらの完全防錆ストランドが土木・建築構造物、斜面等の安全性・耐久性をより一層向上させます。現在、グラウンドアンカー工
法、ＰＣ圧着関節工法、橋梁等に多く使用されていますが、今後は国内外を問わず、更に多様な使用方法が検討されています。

ＫＴＢアンカー工法

　ＫＴＢアンカー工法はSCストランドを使用した高品質で耐久性・施工性に優れた、最も経済的なアンカー工法です。また、豊富な施
工実績を誇り、（一財）砂防・地すべり技術センター、（一財）土木研究センター、（一財）沿岸技術研究センター等から技術審査証
明、評価証をいただいております。
　　　荷重分散型ＫＴＢ永久アンカー工法　　　　　　　　　　　　NETIS登録No：KT-990136-V
　　　ＫＴＢ・引張型ＳＣアンカー工法　　　　　　　　　　　　　　　NETIS登録No：KT-990247-V
　　　Ｕターン除去アンカー工法、残置式アンカー工法
　　　ＫＴＢ・鉛直地盤アンカー工法

ＰＣフレーム工法

　PCフレームアンカー工法は、高度な品質と安全で、「美しい景観を持つ斜面」の創出を目標に開発された「地すべり防止・斜面安
全」工法です。各方向から優れた本工法をご理解いただき既に2,000例以上の施工実績を持っています。従来の「現場のり枠工」に
代わる高強度のプレキャスト、プレストレストコンクリートフレーム（PCフレーム）とグラウンドアンカーとの組み合わせより構成され、
「工期の短縮」「逆巻き施工」「安全施工」及び「緑化」ができます。
      ＰＣフレームアンカー工法　　NETIS登録No：KT-990350-A

ＫＴＢスーパーメタルフレーム工法
　
　亜鉛・アルミニウム溶射を施した鋼板フレームで完全防錆され優れた耐久性・耐候性を発揮します。
中空密閉型で極めて軽量（コンクリート受圧板の約1/6）です。角度調整台座により現場で自在に角度調整ができます。軽量で大型
重機を必要とせず、耐久性に優れ、美観に富み、しかもて製品コストも施工コストも大幅に縮減できます。
　本年度より新たにライナップに加わったKSGシリーズは、斜面の景観及び環境に配慮し、大幅コスト縮減を可能にした全面緑化型
フレームです。
      ＫＴＢスーパーフレームアンカー工法　　NETIS登録No：KT-000115-V

      　　　　 エポキシ樹脂の静電粉体塗装状況　　　　　　　　　　　　　　　　上段スーパメタルフレーム下段PCフレーム



− 33 −

安全・安心 安－５ 団体名： 株式会社　ダイカ

ステンレス製ワイヤーリングを連結したワイヤーネットにより、
不安定な石を被覆し、落石の発生を防止する工法です。

　●概要
　　・ワイヤーネットと短いアンカーピンを用いて、不安定な転石あるいは
　　　転石群を一体的に被覆することによって、転倒や滑動に対する安
　　　定度を向上させます。
　
　●特徴
　　・ステンレス製ワイヤーロープを使用しており耐久性に優れています。
　　・不安定な転石に対してピンポイントで対策を施すことが出来るため、
　　　施工数量を低減できます。
　　・アンカーの打設本数が少ないため、コストの縮減と施工性の向上が
　　　図れます。
　　・目標安全率を平常時で２.０とします。また地震力を考慮した設計を
　　　行います。

　●概要・特徴
　　・クラッシュネット工法では、石を移動させずにその場で被覆したワイヤー
　　　ネット内で小割りし、そのまま斜面に残置します。したがって危険な搬出
　　　作業は不要となり、工事費の縮減や安全性の向上が図れます。

　　　　　　　　　景観と環境に配慮した斜面安定工法　　　　　　　　－ステンレス製ワイヤーリング仕様－

　ユニットネット工法 　（NETIS KK-010068-V）　　　　　　　　　落石発生源対策

【ユニットネット工法　（NETIS KK-010068-V）】
　　●概要
　　　・補強材・ユニットネット・支圧板の相互作用によって斜面の安定化を図ります。
　　　・適用対象は、層厚３ｍ以下の比較的浅い表層土砂崩壊です。
　　　・ユニットネットが網状で柔軟な開放型法面工を形成します。

　　●特徴
　　　・自然斜面における適用性が高く、森林の保護や景観の保全を図ることが
　　　　出来ます。
　　　・緑化工との併用により、法面の全面緑化が可能です。
　　　・軽量な部材の採用や工程の簡素化により、コスト縮減と工期短縮が可能です。
　　　・基本的な設計方法は、「NEXCO：切土補強土工法設計・施工要領」に準じます。
　　　・耐震工法としての有効性も確認されています。

　　●施工実績（平成２６年３月末現在）
　　　　・施工件数：403件　（内訳：国関係 30件、地方自治体 355件、民間他 18件）
　　　　・施工面積：約32.4万㎡

　お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.daika-net.co.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           E-mail：doboku@daika-net.co.jp
　　　　本　　　　社　〒550-0003　大阪市西区京町堀１丁目17番8号　 　　      TEL：(06)6447-7313(代)  FAX：(06)6447-7312

　　　　九 州 支 店　〒861-0124　熊本県熊本市北区植木町石川280-3          TEL：(096)275-1020(代)　FAX：(096)275-1021

　　　　広島営業所　〒733-0003　広島市西区三篠町3-19-10　1F　　　          TEL：(082)238-6939(代)  FAX：(082)238-6957

　　　　東 京 支 店　〒103-0022　東京都中央区日本橋室町4-3-9(華山ビル)  TEL：(03)3241-5555(代)　FAX：(03)3241-5551

　

【ワイヤーネット被覆工法　（NETIS CG-110030-A）】

【クラッシュネット工法】

シングル  3連  

【ステンレス製ワイヤーリング】 

【ユニットネット】 【標準展開図】 

結合コイル ロックボルト

巻付グリップ ユニットネット

外周ワイヤ（鋼より線）ユニットネット支圧板
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安全・安心 安－６ 団体名：

登録番号
連携提案 90ページ

登録番号
連携提案

イーフェンス工法（高エネルギー吸収落石防護柵）

１．特徴・効果
　　・落石時に支柱の交換不要
　　・ループ構造による、有効高さ減少防止構造（連続する落石が来ても補足）
　　・高性能ワイヤ金網使用（通常の菱型金網の2倍以上の強度）
　　・高性能緩衝装置（工場品であるため、現地での調整不要）
　　・ワイヤロープをつなぐだけの簡単施工

２．適用範囲
　　落石エネルギー150～500ｋJに対応
　　擁壁、路側根入れ、斜面上の3タイプ用意

３．実績
　　富山県、群馬県（国交省）、滋賀県、愛媛県、高知県

４．価格（H=3.0ｍ）
　　～200ｋJ　1８万円／ｍ　～
　　～500ｋJ　25万円／ｍ　～

お問い合わせ・連絡先
                                          　　　　    〒939-1518　富山県南砺市松原２２０－６

                                                       　　　　株式会社ビーセーフ
                                              　　　　TEL 0763-22-7835  FAX 0763-22-7836
                                　　 URL http://www.be-safe-japan.com   email info@be-safe-japan.com

その他の
認定制度名称

株式会社ビーセーフ

ストロンガー工法、イーフェンス工法のご紹介

その他の
認定制度名称

ストロンガー工法（H鋼式落石防護柵（ストーンガード）の補強工法）

１．特徴・効果
　　・既設ストンガードの加工不要
　　・既設ストンガードの柵高をかさ上げ可能（H=3.5ｍまで）
　　・対応可能落石エネルギーを向上（１２０ｋJまで対応可能）
　　・新設にくらべ工期は約半分
　　・既設構造物の解体が不要で、部材も軽量なため重機等による大規模な交通規制不要
　　・新設として、安価な高エネルギー吸収型落石防護柵として利用可能

２．適用範囲
　　H鋼式落石防護柵に対応

３．実績
　　富山県、長野県

４．価格
　　既設補強タイプ　6.5万円／ｍ～
　　かさ上げタイプ　10万円／ｍ　～

長崎県の販売店募集しております 補強・新設タイプ 補強・新設タイプ 
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安全・安心 安－７ 団体名：

登録番号
連携提案 91ページ

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒851-1132   長崎市小江原５丁目３番２１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合地研株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL  095-846-0359　／　FAX  095-846-0285
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL  sap@bronze.ocn.ne.jp

地下埋設物調査[テクノウォーターホールｽﾞ]
・埋設位置が不確定な地下埋設物の探査方法で開口面積を極力小さくしたコアチューブを埋設物の位置まで設置し、埋設物を視認し、映像
記録する方法。常にコアチューブ孔底を視認しながら水力とバキューム吸引による安全な掘削方法であり、安全性・広範な適用性・非公害
性・コンパクトのキーワードを満たす新しい地下埋設物探査法です。既に、ガス導管・送配水管・通信管路・電力管路・下水道管渠・地下構造
物等の埋設位置調査に多数の調査実施例を有しております。
[適用条件]
･一般的な施工条件による調査適用深度はGL-15m未満。
･標準コアチューブ呼径は125A～350Aとし、既存資料等に示される礫・玉石最大
 径に 適応する口径のものを使用。
・調査に不適な地質は、軟岩・中硬岩及び350㎜を超える転石層。
・自然地下水位以下で調査を行う場合の補助工法は薬液注入工法を標準。

テクノ・コブルサーベィ -直接採取による玉石・礫地盤の詳細調査
・従来の地質調査ボーリングでは困難であった、砂礫層あるいは玉石混じり礫層での試料採取を行って、実際の礫・玉石の形状とその粒度
及び硬度を調査する方法で、マイクロトンネリング・シールドドンネルあるいは基礎杭工法の設計に供する情報を入手する調査方法です。既
に、マイクロトンネルリング工法を選定する調査業務委託に採用された実績を有しています。調査方法は、前出のテクノ・ウォーターホールズ
と同様であり、計測・記録の作業工程が試料採取工程に変わります。
[適用条件]
・一般的な施工条件による調査適用深度は、GL-15m未満。
・標準コアチューブ呼径は250A～500Aとし、既存資料等に示される礫・玉石最大径に適応する口径のものを使用。
・調査に不適な地質は、軟岩・中硬岩及び350㎜を超える転石層。
・自然地下水位以下で調査を行う場合の補助工法は薬液注入工法を標準とする。

テクノ・メジャリング　FM式沈下測定棒設置による地下埋設部の変位調査
地下埋設部上部に稀土類永久磁石を使用したFM式沈下測定棒を取り付けて、
その頂部を水準測量することによって埋設物の変位を測定する方法です。
全ての埋設物に適用が可能であり、ガス導管・送水管・電力管路等にきわめて
多数の採用実績を有しています。
[適用条件]
・一般的な施工条件による調査適用深度は、GL-25m未満。
・標準ケーシングパイプ呼径は75A～125A
・GL-4mを超える場合は、予め設けたコアチューブ内にケーシングパイプを
 挿入して 沈下棒設置後にコアチューブを撤去。
・自然地下水位以下で調査を行う場合の補助工法は薬液注入工法を標準。

総合地研㈱

マイクロサンプリング調査

無し
その他の

認定制度名称
無し
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安全・安心 安－９ 団体名：

登録番号
連携提案

登録番号
連携提案

その他の
認定制度名称

ｅベース

お問い合わせ・連絡先
　共和コンクリート工業株式会社　長崎営業所
長崎市上町6-5　中村ビル2F
TEL095-818-8039　FAX095-818-8040

共和コンクリート工業(株)長崎営業所

その他の
認定制度名称

波返しブロック・嵩上げブロック

既設の波返等の嵩上げ工事

に伴い、プレキャストブロックを

使用し工期の短縮を図る。 
一般の工種での作業が可能。 

プレキャスト化ブロックを据付、
簡単・迅速・安全に直立堤防・
護岸を築造できます。 
中込コンクリートと一体化する
構造で、特殊金具を一切使用
しません。 
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安全・安心 安－１０ 団体名：

登録番号
連携提案

登録番号
連携提案

お問い合わせ・連絡先
株式会社　ディーシー　長崎営業所
〒850-0034　長崎市樺島町2番11号
長崎県造船協同組合ビル102-A

その他の
認定制度名称

株式会社　ディーシー      ㈱馬渡商会

小型水路内蔵型歩車道境界ブロック　ライン導水ブロック　　・　液状化によるマンホール浮上防止対策製品

その他の
認定制度名称

KK-０２０００４－V
日本工業規格適合認証　MA0512002
福岡県　基準適合情報　1302016B
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安全・安心 安－１１ 団体名：

登録番号
連携提案

登録番号
連携提案

お問い合わせ・連絡先

現在申請中
その他の

認定制度名称

ホリー株式会社

VMAX吊り棚足場　・　Iqシステム次世代足場

その他の
認定制度名称

VMAXシステムを用いた
パネル式吊り棚足場

ＶＭＡＸ吊り棚足場

従来の足場設備と何処が違うのか！

従来の足場材（単管、床材）を併用し「作業環境」安全・安心、さらに地域環境」
美観を備えた「進化した吊り棚足場」です。

現場によりバラ組工法・ユニット工法・パネル工法と施工工種によって最適な工

法選定ができ作業効率がアップする。

システム次世代足場

住所：福岡県福岡市博多区博多駅東２－２－２ 博多東ハニービル

・強度が高く軽量、安全性、保管、運搬に優れた新しい規格の次世代足場

・ の先行手すりを標準装備

・改正安衛則に準拠した足場システム

営業本部 仮設営業部 福岡営業所

担当者 鳥居達也 感應篤広
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環境・景観 環－１ 団体名： 　長崎県ジオファイバー協会

連続繊維補強土工法　（ＮＥＴＩＳ登録：ＫＴ-980183-Ｖ）

　
【技術の概要】

　　●安全で安心できる国土をつくり、動植物が産まれる豊かな自然環境を守る
　　　 こうした時代の要請に応えるのが連続繊維補強土を用いたジオファイバー工法です。
　　　 Ｃｏ2排出削減や緑化・樹林化の促進といった６つのメリットを提供し、法面工事の多彩なシーンで

　　　 選ばれています。

　　●連続繊維補強土は、繊維と砂との混合土です。擬似粘着力を有している為、自立安定するという
　　　 大きな特徴があります。連続繊維補強土築造にあたっては、砂質土（洗い砂）１m3に対して
　　　 連続繊維（ポリエステルフィラメント）を３．３kg配合しています。

　　●従来、法面保護に用いられていた法枠やブロック積擁壁等のコンクリート構造物を、連続繊維補強
　　　 土に置き換えることで、゛斜面安定を図る機能゜と゛法面全面を緑化する機能゛を併せ持たせたのが
　　　 「ジオファイバー工法」です。

　　●施工実績は、長崎県では60件以上（平成10年～25年度）あります。
　　　 発注者は、国・公団・県・市町村と様々であり広く認知されています。

　　　土木系材料技術・技術審査証明　第０２０２ 号
　　　建設機械化技術・技術審査証明　第０００３ 号
　　　ＴＲＩＣ 農業農村整備新技術データベース登録 Ｎｏ．３７０

　お問い合わせ・連絡先　　長崎県ジオファイバー協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒854-0011　長崎県諫早市八天町17番33号 日特建設(株)長崎営業所内
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0957-36-5001　FAX：0957-36-5002
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＲＬ　http：//ｗｗｗ．ｇｅｏｆｉｂｅｒ．ｊｐ/
　　『協会会員』・・・・㈱アサヒコンサル、グリーン工業㈱、大栄開発㈱、日本乾溜工業㈱、日本建設技術㈱
　　　　　　　　　　　　　松本建設㈱、田中工業㈱、㈱早田組、日特建設㈱
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環境・景観 環－２ 団体名： 　長崎県ニューレスプ協会

繊維補強モルタル吹付工　（ＮＥＴＩＳ登録：ＫＴ-980212-Ｖ）

 お問い合わせ・連絡先　　長崎県ニューレスプ協会
　　　　　　　　　　　　　　　　  〒８５４－００１１　長崎県諫早市八天町17番33号 日特建設㈱長崎営業所 内
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ＴＥＬ：０９５７－３６－５００１　　ＦＡＸ:０９５７－３６－５００２

    　『協会会員』・・・・㈱アサヒコンサル、グリーン工業㈱、大栄開発㈱、日本乾溜工業㈱、日本建設技術㈱
　　　　　　　　　　　　　 松本建設㈱、田中工業㈱、㈱早田組、日特建設㈱

　【工法概要】
　　 ニューレスプ工法は、既設吹付コンクリートをはつり取ることなく、補強鉄筋工、背面空洞注入工、
　　 せん断ボルト工、水抜きパイプ新設工、法面清掃工および繊維補強モルタル吹付工の複数の
　　 工種を組み合わせにより既設吹付法面を補強する工法である。

　　 ①．補強鉄筋工・・・・・・・・・・・・・・・経年劣化による風化地山部の補強を図ります。
　　 ②．背面空洞注入工・・・・・・・・・・・空洞の存在が予想される（確認されている）場合は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 セメントミルク注入で充填する。
　　 ③．せん断ボルト工・・・・・・・・・・・・既設コンクリート吹付と新設モルタル吹付との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一体化を図るために使用します。
　　 ④．水抜きパイプ新設工・・・・・・・・地山からの湧水を適切に処理します。
　　 ⑤．法面清掃工・・・・・・・・・・・・・・既設コンクリート吹付面上にある、
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　付着を妨げるものを取り除きます。
　　 ⑥．繊維補強モルタル吹付工・・・従来の吹付ｺﾝｸﾘｰﾄの物性を改善した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 繊維補強モルタルを吹付します。
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環境・景観 環－３ 団体名：

登録番号
連携提案

お問い合わせ・連絡先

一般社団法人　鋳田籠工法協会

鋳鉄製クサビ連結式パネル枠工法「鋳田籠（ちゅうたろう）」

その他の
認定制度名称

CG－９９００４６－V NETIS　平成24年度　活用促進技術

概 要 
鋳田籠は、ダクタイル鋳鉄製の格子状パネルを同素材の

くさびで連結し、枠体を形成し、その枠内に石やコンクリー

トの再生材などを詰めて使用するかご工法の一種です。

主には、河川の護岸工、根固工、護床工に使用され、増

水時の洗掘などを防ぐ役割をします。また土留工、谷止工

などで土砂災害を防ぐ物としての使用も出来ます。 
 
 主 な 特 徴 
組立てが簡単で施工が早い 
・枠体の組立てが簡単で大幅な工期短縮が図れる。 
・組立てが人力作業で行えるため、重機の搬入が 
できない箇所でも施工が可能。 
・素材が強固なため、バックホウによる砕石投入が

可能。 
組立及び中詰工で約３０㎡/ｈ 

  
耐久性、耐食性に優れる 
・転石が多く、流速の早い急流河川でも使用可能。 
・鋳鉄は鉄に比べ、表面は錆びるが腐食しにくい。 
実験で腐食年数132年 

  

適用条件 
①自然条件 
・河川の急流域で耐衝撃性を必要とするような箇所 
・感潮域 
②現場条件 
・植生など生態系環境への配慮や水質浄化目的で 
炭を中詰材とし、そのメンテナンスが必要な場合 
・床付けが不可能な場合 
・仮締切・水替えが不可能な場合 
・地山からの湧水で段切出来ない場合 
・水中施工の場合 
・災害時など緊急を要し、また発生材が中詰材 
として利用可能な場合 
・重機による施工の不可能な場所 

施工実績 
国土交通省 18件 
都道府県  192件 
市町村 68件 

バックホウによる砕石投

胴長に水が入らない程度であれば水中施工が

施工直後 ＊現地発生材の投入 

施工後6ヶ月 

九州支部 
〒812－0007 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目7－13【㈱カミナガ内）】 
TEL 092－451－6221 FAX 092－451－4854 
事務局 
〒747－0012 山口県防府市牟礼今宿一丁目18番14号 
TEL 0835－28－3970 FAX 0835－28－3703 
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環境・景観 環－５ 団体名： 内田産業株式会社

急傾斜地・不整地における超大型モノレールによる運搬技術のご紹介

お問い合わせ・連絡先

〒601-1374 京都府京都市南区久世東土川町200 
内田産業株式会社 

TEL 075-933-4888      FAX 075-922-4570 
                           URL http://monorail.co.jp  E-mail   info@monorail.co.jp 

地すべり、法面、砂防、ダム補修、小水力発電設置工事や山間部の鉄塔建替え工事において、急

傾斜地・不整地での重機や資材運搬の手段として、工事用仮設道路、ケーブルクレーン、ヘリコプ

ターが主に使用されています。
しかしながら、これらの手段は現場条件によっては、架設費用や工期が大きくなり、用地買収の難
航、大規模伐採や地形改変による自然破壊と二次災害リスクなどが伴います。これらを解決するた
め、超大型モノレールにより４トンまでの重量物を運搬する技術を開発しました。 

１．技術開発の背景及び契機 

２．技術の内容 

急傾斜地・不整地において最大 度（瞬間的に 度）の斜面を、当社開発の超大型モノレールで、
最大４トンまでの資機材を運搬できるようになりました。また、工事の用途に応じて、荷台の角度調
整機能を有しているフラットデッキダンプ台車、２トン三転ダンプ台車、１㎥ミキサー車、２トン クレー
ン車などの特別仕様台車も開発し、大量の土砂運搬、品質の良い生コン運搬、人力で荷積下ろしで
きない重量物の運搬が可能になりました。 

トンネル深礎工事で 3.5トン バックホウを運搬中 
（H21 近畿地方整備局発注工事） 

特別仕様台車：フラットデッキダンプ台車 

地滑り対策工事で 3トン 掘削機を運搬中 
（H20  北陸地方整備局発注工事） 

特別仕様台車：フラットデッキダンプ台車 

貯水槽改良／増設工事で土砂運搬、排出中 
（H21  自治体発注工事） 

特別仕様台車：２トン 三転ダンプ台車 

鉄塔建替え用の生コンを運搬中 
（H21  電力会社発注工事） 

特別仕様台車：１㎥ミキサー台車 
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環境・景観 環－６ 団体名：

登録番号
連携提案

株式会社ニーテックハマナカ

環境固形マーカー「キットパスⓇ」適合ボード鋼板

ＪＦＥビューボード
その他の

認定制度名称

☆環境固形マーカー「キットパスⓇ」適合ボード鋼板

光源の反射が目立ちにくく、映写が鮮明です。

壁一面の大型スクリーンにもなります。

ホワイトボードにもなり、マグネットが貼れる壁

子供部屋や幼稚園等、子供用施設の壁に施工することで、こどもた

ちがキットパスⓇを使って自由にのびのびとお絵描きができます。

キットパスⓇはチョークやマーカーと異なり、粉やカスがでません。

そのため、衛生的な環境でメッセージボードやメニューボードとしてもご利用できます。

ビューボードⓇはあらゆる場所に適応した、人と人とを繋げるコミュニケーションウォールです。

お問い合わせ・連絡先

株式会社ニーテックハマナカ
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39 環境・景観 環－７ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 91ページ

NETIS
登録番号

連携提案

　「アースクルー25」

　　舗装面の熱吸収を抑え路面温度の上昇や蓄熱を低減し、夜間の熱放出を軽減する遮熱低熱機能を持つ舗装用平板です。
　　　多発している都市型水害による被害の軽減に効果的な透水性舗装に対応しています。
　　　意匠性の高い上質なテクスチャを有する景観的にも優れた製品です。

  製品の特長
      ①耐候性に優れた遮熱機能。高日射反射率の骨材を使用。
　　　②リフレクトウォッシュ加工で性能アップ。無顔料で色落ちしない製品。
　　  ③空隙構造で蓄熱低減。低熱機能を持つ透水製品。

　
　　ホタテ貝の驚くべきパワー！
　　　表層に使用しているホタテ貝殻砂には”貝殻の微細組織は層状の多孔質構造となっており、
　　　内部に熱をため込まない”という特長があり、ヒートアイランドの抑制に効果があると言われています。

　用途
　　　歩道・自動車道・橋歩道・学校・プールサイド・駅前広場・公園・公民館など構造物周辺の舗装面。

　「小口エース」
　　現場打設小口止工に比べ作業量の軽減・省力化に寄与します。
　　　製品には「前ブロック」と「後ブロック」がありこれらを前後に１段毎に積み上げて施工します。
　　  「前ブロック」は「３分型」「４分型」「５分型」の３種類あり、「後ブロック」は共通型の１種類です。

  製品の特長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用途
　　　①現場打ち小口止工に比べ作業量の軽減に寄与します。　　　　　　　　    河川・道路など、ブロック積み擁壁の小口止め工
　　　②安定した品質が確保でき、仕上がりに差がありません。
　　　③表面を擬石模様とすることで陰影を生み自然環境になじみます。

お問い合わせ・連絡先
　大野コンクリートグループ
　㈱ネオコンクリート       　 福岡県福岡市早良区田村7丁目27-8  TEL:092-861-7788   FAX:092-861-9472  http://www.neo-con.jp/
　有明コンクリート工業㈱ 　佐賀県武雄市北方町大字志久６９８    TEL:0954-36-2518   FAX:0954-36-2549  http://ariakeconcrete.fc2.com/
　大野コンクリート㈱     　   福岡県福岡市西区大字吉武６１−１  　TEL:092-811-6677   FAX:092-812-4095  http://www.oono-concrete.co.jp/

その他の
認定制度名称

大野コンクリートグループ

遮熱低熱平板「アースクルー２５」・省力化小口止ブロック「小口エース」のご紹介

その他の
認定制度名称

CB-110018-A 東京都新技術　1101008
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40 環境・景観 環－８ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

フリーフレーム協会　九州支部

植栽フレーム工法／フリーフレーム工法（NCⅡ型枠Sタイプ・ワンタッチタイプ）

その他の
認定制度名称

KT-050063-A

お問い合わせ・連絡先
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　フリーフレーム協会　九州支部　事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡部株式会社　土木事業部　九州営業課内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒811-2233　福岡県糟屋郡志免町別府北2-5-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：092-624-5878　FAX：092-624-5887
　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：http://www.freeframe.gr.jp/

KT-120106-A
※フリーフレーム工法NCⅡ型枠

その他の
認定制度名称

植栽フレーム工法は、横枠材を植栽棚にすることで植物に適した
植生基盤が確保できるため、植物の繁茂により美観・景観に優れ
ます。

金具取付位置
1：0.3用
1：0.5用
1：0.8用

A

B

支持接続金具

植栽ユニット組立状況

2
5
0

矩形：枠内長

Ａ

Ｂ

2
5
0

横スパン+200

欠円形：1,400

施工事例（矩形吹付枠）

施工事例（欠円形吹付枠）

※植栽ユニットは、

2つの金網で構成
されています。

支持接続金具

B A

植生基材

フリーフレーム工法 NCⅡ型枠Sタイプ フリーフレーム工法 ワンタッチタイプ

フリーフレーム工法ワンタッチタイプは、鉄筋無結束型
のフリーフレーム型枠です。
従来の結束線による取付作業に比べ作業の簡略化が
期待できます。

※断面に4つの鉄筋固定金具

がセットされています。
鉄筋固定金具の位置で鉄筋
をワンタッチで固定できます。

フリーフレーム工法NCⅡ型枠Sタイプは、鉄資材の削
減及び運搬上で発生するCO2の削減を目指したフリー
フレーム型枠です。上部金網を2本にすることで金網
上部を強化し施工時の変形を抑制できます。

クリンプ金網は、線径φ2.15㎜、

引張強さ500Ｎ/㎜2以上の線材

を使用しています。
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環境・景観 環－１１ 団体名：

登録番号
連携提案 92ページ

登録番号
連携提案 92ページ

ロンタイ株式会社　福岡支店

ロンケットＤＸ・キルケットのご紹介

なし
その他の

認定制度名称
なし

ＫＫ－１２００１６－Ａ
その他の

認定制度名称
なし

お問い合わせ・連絡先
〒８１１－２１０４　福岡県糟屋郡宇美町井野３９７－１
　　　　　　　　　　　ロンタイ株式会社　福岡支店
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ０９２－９３３－１５８２　ＦＡＸ０９２－９３３－５４９７
　　　　　　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ　fukuoka@rontai.co.jp
　　　　　　　　　　　〔ホームページ〕http://www.rontai.co.jp/

一般廃棄物処理施設整備事業敷地造成（3工区）工事 【佐賀県】 

東九州自動車道上毛東工事 【福岡県】 
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44 環境・景観 環－１２ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 93ページ

NETIS
登録番号

連携提案

　岡三リビック（株）　九州支店

ＲＣＧインナーシール工法のご紹介
景観工法　[ロッキーステージ]　のご紹介

その他の
認定制度名称

KK-100013-A

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　〒812-0038　　福岡県福岡市博多区祇園町4番2号　サムティ博多祇園BLDG.6F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡三リビック（株）　九州支店　　　担当者：池田 耕平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：092-281-8011　　　FAX：092-281-8012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：http://www.okasanlivic.co.jp/

ＨＲ-990013-Ｖ
その他の

認定制度名称

ＲＣＧインナーシール工法

【特徴】

①主成分の粒子コロイドと化学反応の相乗効果でコンクリートの

ひび割れや細孔部を緻密化し、水や劣化からコンクリートを保

護する。（中性化抑制・塩害抑制・防水性向上等）

②無機材なので紫外線劣化がなく、長期間の保護が可能。

③土木学会の材料規格に適合した材料。

④材料が含浸するのでコンクリート表面の目視点検、

他工法の上塗り施工が可能。維持管理方法は施工前と同じ。

⑤簡易な施工方法で工期短縮。特殊な技術や機械は必要なし。

国土交通省や全国の地方自治体で表面被覆工法に

代わって御活用頂いています。まずはご相談下さい。

けい酸塩系表面含浸材でコンクリート表層部を保護

施工前 施工後

実績多数（昨年度）

120件以上

標準単価
¥3,400-（円/㎡）

施工後の外観変化無し

「コンクリートの長寿命化」を実現します！

人工岩景観工法[ ]ロッキーステージ

【特徴】
土木景観の向上を目的として開発された人工岩（擬

岩）工法です。
一般的に化粧型枠や修景ブロックで表現されている

石積み風デザインとは異なり、自由に表情の抑揚をつ
けられるその融通性で、自然界に存在する岩盤（一枚
岩）をリアルに表現し、自然で多彩な高グレードな景観
演出を可能にした工法です。
近年は動物園や水族館の改修工事で多く採用されて

ますが、過去には砂防や河川、港湾といった土木構造
物で多くの採用実績があります。
この１０年間、全国の公共事業では、コスト最重視で

化粧型枠ですら採用されない時代が続いてました。
今後、観光立国実現に向け、今一度土木景観を見直

す時期がきてます。
新設の構造物はもちろん、維持・補修時の景観対策に
是非「ロッキーステージ」をご検討ください。

自然にやさしい、自然との調和を図る残存型枠

砂防ダム

土木景観の向上を実現します！

道路
待受け擁壁
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45 環境・景観 環－１３ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 93ページ

NETIS
登録番号

連携提案

　

　
　

株式会社コイシ

わかりやすさと簡素化への追及

その他の
認定制度名称

　

QS-120009-A
その他の

認定制度名称
着工前における３Dレーザースキャナを活用した
設計照査・用地境界確認システム

【Pocket 丁張マン】は初心者でも使いこなせ

る ナビゲート付き！

現場監督にはぜひ活用していただきたい！

・早急の災害復旧に
・土量計測に
・現況に完成形を重ねたい
・変則的な測点での横断・スライス
がほしい
　　　　　　　　　　　　　　　　ｅｔｃ…

現況と計画を重ね、着工前
の境界位置確認や線形に
よる視点移動を手持ちのＰ
Ｃで行えます。

短時間かつ精度もほしい！

現況と計画による相違はないか！

例）右切土（起点から見て右側）

測点23.321の標高42.695では外へ
0.784のとこが切り始めで法長も確認
可！

Bluetooth機能付きなので

リモートキャッチャーにも使用できます。
初心者から現場監督まで！！

測量に必要な各種計算は

ついているので安心して

作業・施工確認ができますよ。

お問い合わせ・連絡先

〒870-0126 大分県大分市大字横尾3617 番2
TEL:097-506-0400／FAX:097-506-0500 e-mail： info@koishi.co.jp
URL   http://www.koishi.co.jp

３Ｄ化の可能性は無限大！！

線形と計画を入れると光波で観測した際に
自動で丁張を掛ける位置を誘導します。
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46 環境・景観 環－１４ 団体名：

ＮＥＴＩS
登録番号

連携提案 93ページ

ネコヤナギによる護岸の緑化工法

お問い合わせ・連絡先

　　　　　　　〒871-0161 大分県中津市大字上池永1285-10
　　　　　　　　　　　松本技術コンサルタント株式会社
　　　　　　　　　　　　　企画・照査部 技術指導担当　　信末　　経営管理室 広報担当　秋本
　　　　　　　　　　　　　　　℡　0979-23-3636    Fax  0979-23-4139     E-mail  salix@matsugc.co.jp

松本技術コンサルタント株式会社

その他の
認定制度名称

概 要

第１４回国土技術開発賞 地域貢献技術賞 受賞工法

本工法は、既設のコンクリート護岸にその裏込め部までに達する植栽孔を設け、その
植裁孔の中へ、竹ポットに「ネコヤナギ」の挿し木を植え付けた竹製の構造体を挿入固
定し、発芽と萌芽およびその成長によって緑化を図る植採技術であり、護岸の水辺にお
ける緑陰創出・生態系や生息環境の回復・滑落事故対策を目的とするものである。

効 果

ポイント１
既設護岸の構造に悪影響は与えない

最大樹高が約３ｍと低木である「ネコヤナギ」の特徴（根は細根で、枝や幹

が柔軟であり、流れに対する倒伏性がある。）により護岸構造に対し悪影響を

及ぼさない。

ポイント２
自然回帰型の工法である

植栽する「ネコヤナギ」については原則として施工地の水系に自生する種を
挿し木として採取し使用する。また、挿し木用の竹ポット構造体を構成する原
材料については真竹、麻紐、麻布等、天然素材であり、最終的には自然に還
元するものを用いる。

ポイント３
既設護岸にあまり手を加えない
（穿孔のみ）

本技術では既設護岸の撤去や移動は必要としない、護岸には直径75㎜のコ
ア抜き穿孔を行い、吸い出し防止材を用いて保全を図り、用土を加えた上で、
挿し木を植え付けた竹ポット構造体を竹楔で固定する工程である。（穿孔の位
置高は河川状況による「ネコヤナギ」への影響配慮を十分に行う。）。

実 績

①河川景観の早期
改善

「ネコヤナギ」
の初期成長の早さ
による早期景観改
善が可能である。

②生態系環境の改善
「ネコヤナギ」の

水中根の発生、水辺
の緑陰創出によりコ
ンクリート護岸にお
ける水際線での生態
系等の環境が大幅に
改善する。

施工直後(左)と施工３年２ヶ月後(右)の景観の相違

陸域

水際

水中

※葉にはゲンジボタル（成虫）、カ
ワゲラ（成虫）、ハバチ類（幼虫）等
の陸生生物が集まる

※水中根（水際部）には珪藻類等
の藻類が発生し、カワニナ、ゲン
ジボタル（幼虫）等の水生生物が
集まる

※水中根の周りには、オヤニラミ、
ギギ、カワムツ等の魚類が集まる

◎国土交通省
※九州地方整備局 11事務所12河川
※中国地方整備局 1事務所 1河川
※近畿地方整備局 1事務所 1河川
◎地方公共団体
※大分県 8事務所10河川
※福岡県 1事務所 1河川
※宮崎県 1事務所 1河川
※山梨県 1事務所 1河川

③護岸の安全対策
機能の向上

すべり易い河川
護岸の滑り止めや、
掴まり物となり、
水中への滑落事故
予防効果がある。

★特許第4313837号 ★NETIS登録番号 QS－080012－V
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環境・景観 環－１５ 団体名：

登録番号
連携提案

登録番号
連携提案

お問い合わせ・連絡先
　　　　 　 　　〒852-8061　長崎県長崎市滑石２丁目３番９号
　　　　　　　　　　　　　　　　株  式  会  社  東  洋  商  行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 095-857-0802  FAX095-857-3705
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　Eメール  ：　touyou@tt-group.jp

その他の
認定制度名称

環境にやさしい
エコオイル、エコグリス使用

株式会社東洋商行

硬質地盤クリア工法　ハット形鋼矢板900　対応機

その他の
認定制度名称

環境配慮設計

＊
北
部
九
州
１
号
機
導
入
＊

 

＊
延
岡
市
河
川
耐
震
補
強
工
事
＊
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48 環境・景観 環－１６ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

１．陶磁器製手洗い鉢(低温焼成磁器)
■地球に優しい製品
　通常の陶磁器焼成温度(1300℃)より100℃低い温度で焼くことができる低温焼成陶土で製造した陶磁器製手洗い鉢です。
　通常より100℃低い温度で焼くため、燃料使用量が20％以上削減でき、ＣＯ2排出量も少ないため、経済的で環境にも優しい製品
です。

２．ジオポリマーコンクリート製品
■二酸化炭素排出が少ない製造技術
　二酸化炭素排出の少ないジオポリマー技術を活用して、一般的なセメントコンクリートと同様に、骨材(砂利・砂)を加えたジオポリ
マー固化体（ジオポリマーコンクリート）の開発を行っています。最適な作製条件の検討と耐久性評価を行い、ジオポリマーコンク
リートの実用化を目指しています。

３．「リン回収システム」
■リン除去率８０％以上、リン回収率８０％以上
　幅広い濃度範囲の排水から80%以上のリンを吸着除去でき、また吸着したリンを８０％以上回収できるリン回収システムです。
　吸着されたリンを肥料用のリン酸カルシウムやリン酸カリウムとして資源化できます。

４．「エコはたる」【一晩中ひかり続ける蛍です】
■高輝度・高耐候性で多色化蓄光製品
　耐久性の高いガラスで蓄光顔料を焼き固めることで、屋外での長期間使用を可能にした高輝度蓄光製品です。
　太陽光の照射終了後10時間経過しても十分視認できる輝度を維持しますので、日没から翌朝まで光り続けます。
　発光時に電気エネルギーが不要で二酸化炭素も排出しないので、地球環境にも優しい製品です。
　今年は、蓄光材料の多色化を検討し、今までの緑色に加え、青、白、赤の3色を開発しました。

　　　●施工イメージ

　　　　　　　　　「陶磁器製手洗い鉢(低温焼成磁器)」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ジオポリマーコンクリート」

　　　　　　　　　　　　　　　「リン回収システム」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「エコほたる」

お問い合わせ・連絡先

　　　　　〒859-3726　長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2
　　　　　　　　　　　　　　長崎県窯業技術センター　研究企画課
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0956-85-3140  FAX 0956-85-6872
　　　　　　　　　　　　　　　　　URL http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/

その他の
認定制度名称

長崎県窯業技術センター

陶磁器製手洗い鉢(低温焼成磁器)、ジオポリマーコンクリート製品、リン回収システム、エコほたる (蓄光製品)のご紹介

その他の
認定制度名称
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49 環境・景観 環－１７ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 94ページ

お問合わせ・連絡先　　　

【　標準構造図　】

長繊維緑化協会　九州支部
事務局：　〒812-0043　福岡県福岡市博多区堅粕1-28-44

ライト工業㈱九州統括支店内
ＴＥＬ０９２－６５１－４３３１　ＦＡＸ０９２－６４１－４１９９

ＵＲＬ　www.choseni.org

長繊維緑化協会　九州支部

ロービングウォール工法　　　繊維混入補強土一体緑化工法（連続繊維補強土工）

その他の
認定制度名称

ＱＳ－００００２１
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50 コスト縮減 コ－１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

                                      PAN WALL工法協会
お問い合わせ・連絡先　　　　　矢作建設工業㈱九州支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒810-0001　福岡市中央区天神３－１０－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：092-752-9501  FAX：092-752-9503
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：真行寺　康明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス y-shingyoji@yahagi.co.jp

ＣＢ－１４０００２－Ａ
その他の

認定制度名称

FILL WALL工法協会・CAB　WALL工法研究会

支圧抵抗と摩擦抵抗を組合せた新しい盛土補強土壁　「FILLWALL（ﾌｨﾙｳｫｰﾙ）工法」
切土・盛土複合補強土壁「ＣＡＢ　ＷＡＬＬ（キャブウォール）工法」

その他の
認定制度名称

ＣＢ－０９００２１－Ｖ
【土木学会技術評価証】技術推進ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
No.11

切土・盛土複合補強土壁「ＣＡＢ ＷＡＬＬ（キャブウォール）工法」

着手前 完成 着手前 完成

福岡県八女市内 福岡県八女市内

支圧抵抗と摩擦抵抗を組合せた新しい盛土補強土壁 「FILLWALL（ﾌｨﾙｳｫｰﾙ）工法」

公益社団法人 土木学会 の技術評価を取得

ＮＥＴＩＳ 震災復旧・復興支援サイトに掲載
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51 コスト縮減 コ－２ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒136-0072　　東京都江東区大島3-19-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パワーブレンダー工法協会　事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX　03-3681-8533
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　：　mail@power-blender.com

パワーブレンダー工法協会

パワーブレンダー工法

その他の
認定制度名称

CB-980012-V

最大実績

改良深度

１３．９Ｍ

「平成23年度 推奨技術（新技術活用システム検討会議（国土交通省））」

浅層・中層の地盤改良において、互層地盤でも品質特性に優

れた改良体を経済的に造成できます。

１ 互層地盤でも高品質な改良が可能

２ 機動性に優れる

３ 信頼性の高い施工管理

バックホウをベースマシンとしているため、機動性が高く、

傾斜地での段違い箇所や上空制限などの狭隘箇所での施工

が行えます。

トレンチャーの鉛直性、チェーン速度、改良深度などを運転

席においてリアルタイムにモニタリング・記録ができ、信頼

度の高い施工が行えます。

パワーブレンダー工法 【スラリー撹拌方式 ＮＥＴＩＳ登録No.CB-980012-V】

狭隘な現場での改良壁造成

【標準的なパラレル施工】 【狭隘な現場でのパラレル施工】

《Strong Point》

１ 狭隘な現場での施工が可能

２ 施工範囲に沿って高品質な改良が可能

現場に合わせ
た角度

作業影響エリア最低5

ｍ程度
作業影響エリア最低10

ｍ以上必要
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52 コスト縮減 コ－３ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案 94ページ

株式会社　オクノコトー

「万能土質改良機」による建設発生土再利用システム
「すきとり表土」分別工法

その他の
認定制度名称

KK-980012-Ｖ
社）日本材料学会 「地盤改良」に関わる技
術評価証明　第1005号

　　お問い合わせ・連絡先
               〒569-0034　大阪府高槻市大塚町1-14-13
               株式会社　オクノコトー   土質改良事業部　　担当者：　南
               TEL 072-675-0388  FAX 072-671-9565
               URL http://www.okunokotoh.jp  E-mail info@okunokotoh.jp

KK-120039-A
その他の

認定制度名称

「万能土質改良機」による建設発生土再利用システム

本技術は、そのままでは利用できない低品質な建設発生土に対し、異なる土質性状の建設発生土を組み合わせ、

攪拌混合することによって粒度調整と強度改善をし、良質な土材料を生産する技術です。また添加材の同時投入も

可能であり、低コストで利用用途に応じた要求品質の土材料に改良することができます。設備は、土砂ホッパ・計

量コンベア・投入コンベア・万能土質改良機・排出コンベア等で構成されています。

生産された土材料は、築堤盛土材、路体・路床盛土工事、埋め戻し材、土地区画造成の盛土材料として活用され

ています。

表土分別システムの全景

分別後 土砂 分別後 草根茎等

「すきとり表土」分別工法

本技術は、土木工事等で発生する「すきとり表土」から草根茎を除去し、土砂を再利用する技術です。

現場内で発生した「すきとり表土」を分別処理することで、分別前表土の90%以上が土材料として活用でき、また、

草根茎に減量化され廃棄物処理費の縮減に繋がります。
設備は、土砂ホッパ、投入コンベア、表土分別装置、土砂排出コンベア、草根茎排出コンベア、分別コンベアで

構成されています。

表土分別フロー

万能土質改良システムの全景

システムのフロー
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測量マスターは、路線の丁張計算を強力にサポートします。
路線の連続計算から始まり、 正確な測点は、 トラバース逆
計算で、 中間点は自由に路線の逆計算で連続して作業出
来ます。距離と角度と高さを入力するだけで、計画幅と計画
高までの差を瞬時に計算します。それに合わせ、 幅と高さ
をオフセット（平行移動）させる事で、床掘、基礎、構造物、
等の路側構造物の丁張を、 ダイレクトに計算します。登録
路線の逆計算と連動する丁張計算を使えば、登録した断面
と区間を自動で識別し計算します。掛けたい場所を瞬時に
計算するのが測量マスターの特徴です。

指１本の簡単操作。日本語表
記で、 初めてでも迷うことなく
使う事が出来ます。登録座標
を呼出して計算すれば、入力ミ
スも減り、作業時間は、測量電
卓の半分以下になります。

プロット図を使った計算モード
を実装。トラバース逆計算も、
メッセージに従ってポイント選
択で計算できるアシスト機能
付です。結線を使ったた面積
計算や、検索機能で位置情報
を把握しながら、 素早く計算が
出来ます。
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54 コスト縮減 コ－５ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

　【立坑不要】

Vホール協会

Vホール工法（立坑を必要としない組立マンホール築造工法）

その他の
認定制度名称

QS-100016-A

お問い合わせ・連絡先
〒849-0918　佐賀県佐賀市兵庫南4-18-12
　　　　　　　　　　　　　　　Vホール協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0952－24－1216 FAX 0952-24－1219
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL http://fukuoka-kensetu.area9.jp/　　mail fkensetu@po.fukuokanet.ne.jp

その他の
認定制度名称

短期間でマンホールを築造します。
一次掘削(1,2m程度）→Vホール工法→
斜壁等のマンホール上部設置→完了
鋼矢板などの土留を必要としないで、１０

ｍ程度までの人孔を短期間に築造しま
す。

特殊底部及び躯体埋設

直壁を連結し埋設

埋設完了後注水を行い埋設作業完了
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55 コスト縮減 コ－６ 団体名： 菱和コンクリート株式会社

を介して連結固定し、裏込めコンクリートにより一体化する工法です。

控え背面にインサートを埋め込んだブロックと裏型枠を現場においてセパレータ

裏型枠は脱型する必要は無く、そのまま埋めて使用しても問題ありません。

　でも対応できるので、自然環境に優しいものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1・エコフォームHi＋裏型枠工法

〒850-31　長崎県長崎市桜町3-18

℡　095-820-8018　Fax 095-820-8068

担当　八木　hiyagi@ryowa-concrete.jp

アミノ酸平板+ジーマプレート　　　　　アミノ酸コンクリート水産型ホロースケヤー

菱和コンクリート株式会社　長崎営業所

2・アミノ酸による藻場工法

エコフォームHi+裏型枠工法・アミノ酸による藻場工法

セパレータの長さを変更することで、擁壁控え長を自由に選択でき、

噛合わせ構造により抵抗するため、支持具は不要です。

経済的な設計が可能です。

○支持具不要。自立タイプの大型ブロック

　回復を目指す。

技術の概要

1、○大型ブロック積み擁壁に準じた構造

○裏型枠は軽量気泡コンクリート粉末肥料としての認定を取得
裏型枠「MOISS Bio」の主成分である石灰、シリカは土へのミネラル肥料となり、

土壌の中で有機質肥料の保持剤となり、風化してやがては土に還るので

ことにり、各ブロックが一体となって土圧や地震時の慣性力などに抵抗できる構造

エコフォームHiは自立タイプの大型ブロックであるため、ブロック据付時、転倒を

○裏型枠工法は経済的設計が可能

です。

防止するためパイプサポート等の支持具を取り付ける必要がありません。

２段目ブロック設置時以降の裏込コンクリート側圧に対して、ブロック上下間同士の

http://www.ryowa-concrete.jp/

○アミノ酸コンクリートは、強度・耐久性とも従来のコンクリートと同じである為。いろんな構造物

ブロック本体の控長は55ｃｍあり、ブロック内部に現場打ちコンクリートを充填する

  2、アミノ酸による藻場工法
○アミノ酸モルタル平板に凹凸と付け、海藻の胞子の着生と生育に手助けをする。

○アミノ酸モルタル平板＋ジーマプレートは、海藻の中間育成したものをセットし藻場の

○アミノ酸コンクリートにて、根固めブロックを製作し藻場の回復に寄与する。

図・写真・表など

問い合わせ・連絡先

ホームページ
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●製品構成がスラブの組合せのため、製造コストが安価
　 です。
●ループ継ぎ手を用いて、現場打ちコンクリートで一体化
　 するため施工が容易です。
●部材間の接合部に止水用パッキンのほか、防水材の
　 塗布や防水シートによる止水も併用し、止水効果を高
　 めました。

〒857-1151　長崎県佐世保市日宇町2810番180号
　　　　　　　　 TEL 0956-20-8032   FAX 0956-20-8924
　　　　　　　　 URL http://www.yamau.co.jp

バリアフリー
対策として
最適
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57 コスト縮減 コ－８ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

株式会社　春田建設

デジカメ計測

その他の
認定制度名称

一般的デジカメとインターネットに繋がったPC、そして計測時の目標となるマーカーだけで撮影対象物の寸法や面積がわかる
３次元計測ASPサービス。

お問い合わせ・連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　〒820-0073 福岡県飯塚市平恒42番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0948-29-0013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　0948-25-4923
                   　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HP http://haruta.cc/

その他の
認定制度名称

費用84％、

時間95％
カット

インターネットを介して、どこからでも利用が可能

簡単な機材だけで迅速に計測を実現するシステム

費用と時間の削減

・現地での計測
デジカメで計測対象を撮影する（10分未満の作業）
画像をアップロードする（数分の作業）

・計測値を求める
ブラウザ上で点・線分をクリックする（30分未満の作業）

・計測値を積算する
プラグインを利用して、計測値から自動的に積算表が生成される

・写真を撮影する
マーカーを設置し、写真を撮影する

・パソコン作業
パソコンにて測量したい場所を指定する

→測量したデータが表示される！
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59 コスト縮減 コ－１０ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

お問合わせ・連絡先　　　ＲＳＩアンカー協会

事務局：　〒812-0043　福岡県福岡市博多区堅粕1-28-44
ライト工業㈱九州統括支店内

ＴＥＬ０９２－６５１－４３３１　ＦＡＸ０９２－６４１－４１９９

ＲＳＩアンカー協会

ＲＳＩグラウンドアンカー工法

その他の
認定制度名称

KT-０３００２４
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60 コスト縮減 コ－１１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

九州電力グループ　西日本技術開発株式会社

公共事業の優先順優先順位評価、マイクロ水力発電計画、石炭灰の有効利用に関するご紹介

その他の
認定制度名称

CG-060015-A

製品、工法等２

製品・工法等の特徴、効果、適用範囲、実績、価格など

問い合わせ・連絡先
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通り1丁目1番1号　西日本技術開発株式会社
　【災害リスク評価手法】：調査解析部　防災情報グループ　大石、小林　TEL:092-781-2900
　【マイクロ水力発電計画】：河川部　水力グループ　藤沢　TEL:092-781-2860
　【石炭灰（フライアッシュ）の有効利用】：河川部　ダムグループ　楠　TEL:092-781-2870

その他の
認定制度名称

【公共事業の優先順位評価：ＤＥＡ】

【既往施設を利用したマイクロ水力発電計画】
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61 品質 品－１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　光福テクノ

長期重防錆塗料・防食塗料　　「トモリック」

その他の
認定制度名称

KK-050124-V

鉄を５０年錆びさせないをキャッチフレーズに開発された、ＬＣＣ概念に基づく鋼構造物塗料です。
犠牲陽極防錆作用を利し、耐候性・耐熱性・防食性・環境性能・コスト削減と全ての機能を備えた

「オールインワン塗料」です。すでに、国際特許、国内特許を取得しております。
また、国土交通省ＮＥＴＩＳにも登録されています。（KK-050124-V)

施工実績及び受注先抜粋
国：中国地方整備局・三次河川国道事務所　　　　　　　　　東北地方整備局・三陸国道事務所

九州地方整備局・北九州国道事務所　　　　　　　　近畿地方整備局・京都国道事務所
関東地方整備局・二瀬ダム管理所　　　　　　林野庁四国森林管理局安芸森林管理署
東北地方整備局湯沢河川国道事務所　　　　　　　　　　　　　　川内川河川国道事務所
熊本河川国道事務所（玉名管内）　　　防衛省　九州地方整備局大隅河川国道事務所

公：九州電力㈱玄海原子力発電所　　　　　北海道電力㈱　　　　　　首都高速㈱神奈川建設局
　　東北電力㈱山形技術センター九州電力㈱山川地熱発電所　　KEK高エネルギー研究機構

NEXCO東日本NEXCO中日本NEXCO西日本　首都高速道路（株）阪神高速道路公団
県：埼玉県都市整備部公園課　　　　兵庫県上郡土木事務所　　　福岡県道路公社　　 青森県

宮崎県土木事務所   埼玉県都市整備部公園課  長崎県防災行政   長崎県道路公社
民：ＮＴＴドコモ　　　(株)ゆりかもめ　ＪＲ西日本　日本製紙(株)　出光興産(株)　新日本製鉄(株)

三菱化学(株) 大和ハウス工業(株) ＪＦＥ(株) 三菱マテリアル(株) ユニチカ(株) 東レ(株)

放射線遮蔽塗料を活用した放射線遮蔽保管・運搬用コンテナ及び作業用放射線防護服の販売に関して

今回開発された放射線遮蔽塗料は、無機系樹脂中にタングステン等の金属および特殊添加剤を高濃度分散したもので鉄の
比重で鉛と同等のガンマー線遮蔽率をもつことが実証されました。この遮蔽塗料を二重構造の金属ボックスに注入することで、
コンテナ仕様に仕上げております。また、この遮蔽塗料はセシュウム１３７およびコバルト６０のガンマー線をともに遮蔽減衰さ

せるものであり、特許出願中である。（特願2013-057034）

放射線遮蔽率の測定は、地方独立法人東京都立産業技術研究センターおよび近畿大学

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　〒815-0036
 　　　　　　 福岡市南区筑紫丘１－２３－１８－１０２
　　　　　　　　TEL:092-555-9221  FAX:092-555-9223　HP:090-8916-5484
               (株)光福テクノ　環境事業部　　担当者：　木場　　Mail：  info@koufukutechno.com

その他の
認定制度名称

　　　　　　「放射線遮蔽コンテナ」
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62 品質 品－２ 団体名：       　株式会社　　西部工建

A&Drock工法(エイアンロック)　(硬質地盤掘削装置)

･硬質地盤に適していて、全周回転掘削機とダウンザ

　ホールハンマで同時に掘削が可能。

･掘削時間が短縮され高効率で作業を行えます。

・環境にやさしい(エコ)、低振動。

　　　　(砕岩棒【ﾁゼル】との比較により）

強筋太郎　(鉄筋かご自動組立装置 )

・プログラムされた寸法で製作されるので、従来工法

　と比較しても精度の良い出来上がり。

・溶接加工はするけど、室内での作業なので安定

　した品質・強度が確保できます。

　　　(あらゆる試験にも合格し品質・強度に問題なし）

・製作も従来の手作業と比べると、約3倍以上の

　早さで製作できます。

お問い合わせ・連絡先

〒857-1172 長崎県佐世保市東浜町879-4

株式会社　　西部工建

　TEL　0956-31-1812        FAX  0956-31-1817

URL  http://www.meister.cm

　コンクリート打設最終に装着して、回すだけ。

・場所打ち杭施工時、杭頭の径は不足して

　いませんか？           これを使うと大丈夫。

杭頭マイスター 大きな太陽　（杭径築造装置)

A&Drock工法・杭頭マイスター 大きな太陽・強筋太郎

　あっという間に杭径を確保出来ます。

・良質土の置換え、地盤改良等多額の費用や時間は

　必要ありません。
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65 品質 品－５ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

株式会社　中央産業

　　　　　星型プラスチックスペーサー　　　　　　　「プラ・スターG☆彡」

その他の
認定制度名称

QS-080024-V
福岡県・北海道・茨城県・宮崎県・兵庫県・
東京都　新技術認定システム登録

　　　お問い合わせ・連絡先
〒820-0079　福岡県飯塚市高田字野間10-2
（株）中央産業
TEL/0948-22-3871　FAX-0948-22-3584

その他の
認定制度名称

・鉄筋コンクリート構造物に使用する鉄筋用のプラスチックスペーサー（土木・建築・コンクリート・二次製品）

・従来の円形スペーサーに比べ、コンクリートの密実に充填出来、コンクリートのヘアークラックの発生を抑える。
・コンクリート製スペーサーに比べ、軽く安価で施工性が良い。さらに施工時間は約3.分の1程度に短縮

・施工後手直しがない
・価格はコンクリート製スペーサーより安価である。
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66 品質 品－６ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

HK-110038-A その他の
認定制度名称

 す。従来の剥離剤ではどうしても出てしまう表⾯の気泡を減少させます。

 コンクリート表⾯の仕上がりは⽣コンの良否・打ち込み⽅・締固め⽅・形状に

港湾、漁港の異形ブロック製作現場における様々なアイデア製品

HKK-110007-A その他の
認定制度名称

 消波・根固ブロック養生シート（レンタル）

「コマシートシルバー」あらゆるブロックに対応可能なコンクリート冬期養生シート

 寒中コンクリート施工における防寒・保湿養⽣シートです。

 重量が軽く保温性に優れており、また異形ブロックの各サイズに合わせたシート

 品と⽐べコストが掛かったり性能⾯で劣ったりの理由であまり積極的に使⽤さ

 れておりませんが、コマコート ECOは鉱油から出来た従来品に⽐べ性能⾯で劣

「コマコート ECO」自然環境にやさしい植物油を基油として生分解性を有しております

 21世紀を迎えた現在、社会的風潮として世界規模での地球環境保護が言われて

 をレンタルする事により経済性が向上します。

 色々なサイズの養⽣シートを在庫しております。

 急激な内部温度変化を防ぐ為、クラック抑制になります。

 練炭・ジェットヒーター等の養⽣費・燃料費のコスト削減にもなります。

「コマコート A-2 消気泡効果型」コンクリート表面の気泡が激減します

 コンクリート製品の検査管理基準が向上し仕上げ⾯の良否等重要視されていま

 ることなく、コンクリートの表⾯をいつまでも美しく保ちます。

その他の
認定制度名称

コンクリート剥離剤

 影響してきますが、これらのものを突き詰めても改善出来ない気泡に効果のあ

 る剥離剤です。完成後の補修の⼿間も簡略化できます。

 います。当然、産業界にも当てはまり各企業はISO14000シリーズの認証取得、

 環境保護活動に取り組んでいます。しかし､｢環境に優しい」商品の使⽤が従来

　お問い合わせ・連絡先
        〒852-8027 ⻑崎市城⼭台２丁⽬37-17
                 （株）コマロック ⻑崎営業所
                    TEL 095-834-1269  FAX 095-834-1279
                    URL http://komalock.net

汚濁・オイル拡散防止・海難防止フェンス

「コマバリアⅢ型」水面の新しいバリケード トラ柄フェンス

 業界初のトラ柄の水上フェンスです。水⾯工事のエリアが一目で把握できます。

 オイルフェンスとしても利⽤できますし、カーテンも取り付けられる為、簡易

 汚濁防止膜としてもマルチに使⽤できます。

 安全を考慮し水中落下した際に⼈が掴まる為の取っ⼿があります。

 フェンス部分が発光する為(蓄光)に夜間海上からでも工事エリアがわかります。

 これからの港湾・河川工事の水上区画にご活⽤下さい。

コマシートシルバー

(ブロック専用養生シート)

コマコート A-2

コマコート ECO
★NETIS登録商品 HK-110038-A

コマバリアⅢ型
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67 リサイクル リ－１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱

軽量ダクト・軽量樹脂蓋施工事例のご紹介

その他の
認定制度名称

CG-050009-A エコマーク認定番号　07131010

お問い合わせ・連絡先

　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱
東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファーストウェスト9F 経営企画部技術営業課 担当者　小林
電話番号03-5339-1717　FAX03-5339-1739　　E-mail:info@c-nexco-het.jp  http://www.c-nexco-het.jp

軽量樹脂蓋の施工事例

・「軽くて加工しやすい」
・「強くて燃えにくい」
・「リサイクルで低価格」

●リサイクルプラスチックを利用した、環境配慮

型製品です。
●人力で手軽に持ち運べ、施工が簡単です。
●穴あけ加工が現場で容易に施工可能です。

●強度・耐久性・難燃性にも優れています。
●リサイクルプラスチックの性質を生かした防
錆・防食の用途に優れています。

●耐候性に優れ、紫外線に強い。

軽量ダクトの施工事例

腐食した鉄蓋 軽量樹脂蓋に交換

ハンドホール用軽量樹脂蓋
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68 リサイクル リ－２ 団体名： 長崎県植物誘導研究会

【植物誘導吹付工】（NETIS登録番号：QS-980200-V）
建設発生材のうち、従来廃棄処分とされていた根株・幹・枝葉を活用可能にした植生基材吹付工法です。
≪特徴≫
○発生材をその場又は施工場所で破砕し利用出来るため、中間処理費・手間を省けます。
○活性酵素添加剤を混合するため、生チップを使用することによる腐敗や有害物質の発生を防げます。
○造成基盤の構造は、繊維の絡みで一定の空隙が確保されるため、保水性に優れています。また、
　無藩種でも降雨による浸食が少ないことが実証されています。
≪施工実績≫　　平成26年7月現在　県下67現場にて121,801㎡施工
≪施工事例≫　広域大村東彼杵1期法面保護工事　発注先：県北振興局　施工面積A=4,532㎡
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・施工2年3カ月後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施工5年7カ月後・・・・・・・・・・・・・・

【３Ｎリサイクル緑化工法】（長崎県認定リサイクル工法第1号）
※建築解体材を緑化基盤材として使用する植生基材吹付工法です。
≪特徴≫
○建築廃材をチップ化し緑化基盤材として使用します。また、再生石膏を結合材として使用するダブルリサイクルが可能で
す。
　（リサイクル材使用率80～90％）
○コストは、従来工法と同程度で、60度(1:0.5)の斜面でも緑化基材の施工が可能です。
○外来種規制の中、無藩種による施工で周辺植物の定着が可能です。
≪施工実績≫　　平成26年7月現在　県下17現場にて20,364㎡施工
≪施工事例≫　一般国道202号道路改良工事（法面工）　発注先：県北振興局　施工面積A=5,700㎡
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施工直後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施工4年4カ月後・・・・・・・・・・・・・・・

問合せ・連絡先
長崎県植物誘導研究会  　　 〒854－1101　　諫早市飯盛町野中19-5
TEL　0957-28-4411　FAX　0957-28-4412
E-mail:syokubutuyudo@k-norimen.co.jp    　　 事務局　植松　信行
ホームページ　　http://www.k-norimen.co.jp (工法紹介のページがあります)

○植物誘導吹付工　　　　　　（NETIS登録番号：QS-980200-V）
○3Nリサイクル緑化工法　　（長崎県認定リサイクル工法第1号）
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70 リサイクル リ－４ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 96ページ

お問合わせ・連絡先　　　 長崎県エコサイクル緑化工協会

事務局：　〒859-0402　長崎県諫早市多良見町囲５６８　　ライト工業㈱長崎営業所内
ＴＥＬ０９５７－４９－２２２０　　ＦＡＸ０９５７－４９－２２２１

長崎県エコサイクル緑化工協会

エコサイクル緑化工法

その他の
認定制度名称

ＫＴ－９９００５５－Ｖ
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71 情報通信技術 情－１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案 96ページ

NETIS
登録番号

連携提案

株式会社　セリタ建設（担当：営業部　　松尾　仁）
〒843-0002　佐賀県武雄市朝日町大字中野10153-4

TEL　0954-23-7733　　FAX　0954-23-7787
E-mail　mail@serita.jp    http://www.serita.jp

その他の
認定制度名称

株式会社　セリタ建設

マッドミキサー工法　３D施工管理装置

その他の
認定制度名称

No.QS-980053-V
No.QS-980054-V

マッドミキサー工法が

日本の大地を変える

MUD MIXER

全国実績 2,200件以上

NETIS登録

No.QS-980053-V

NETIS登録

No.QS-980054-V

斬新なボディフィルムから

想像がつかない

力強い作業を実現。

M-Ⅱ型

改良深度 2.0ｍ～4.0ｍ（粉体改良）
2.0ｍ～8.0ｍ（スラリー改良）

対応機種 0.8ｍ3クラス～1.4ｍ3クラスBH

■ 改良深度に合わせて撹拌機を混入

■ 一層混合処理により、作業工程が軽減
■ 掘削、運搬等が不要のため、工期短縮

究極までにデザインされた

アタッチメントで

スピーディーな作業を実現。

M-Ⅰ型

改良深度 0.5ｍ～2.0ｍ（粉体・スラリー改良）
対応機種 0.5ｍ3クラス～0.8ｍ3クラスBH

■ 超ロングBH装着で作業性の向上

■ 安定した強度で、構造物基礎などでも利用可能

■ 改良強度にバラつきがなく、計画的・経済的な
施工が可能

できなかったコトが

できるに変わる

3D施工管理装置

特許出願済み

工事のむらを防ぐ“見える化”
未施工部分の発生を防ぎ、

画一された品質で工事完成をサポート

人や物の動きをコンピュータにデータ化して取り込む技術（追尾式の測量機器）を活用。これまで施工済み地点の把握

を、熟練作業員の経験や勘で頼っていたものを画像処理技術を使って作業ポイントを数センチ単位で管理できます。

アタッチメントの動きと目印のため現場に立てられた棒の位置と関係を、パワーショベルに設置したカメラが把握し

データ化。設計図や現場の位置情報などを組み合わせることで、作業員や現場監督らが工事地点の施工状態をリアルタ

イムで確認できます。

施工スタート

スラリー情報

位置情報 の取得

・施工深度

・平面図

位置情報

・実施流量

・瞬時流量

・羽切り回転

・瞬間回転

集中管理 PC

集中管理PC にて

各種プログラムを演算し、

管理モニターへ表示

管理モニター

位置情報

油圧情報

スラリー情報

深度情報

固化情報

表
示

項
目

施工管理の流れ

お問い合わせ・連絡

スラリー情報 油圧情報 品質情報

・pHセンサー

・加速度センサー
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72 県産品 県－１ 団体名：

NETIS

登録番号

　■高耐久ＳＴＫネットとは

　　　　ポリエステル100％のポリエステルモノフィラメント製の

　　軽くて、錆びないプラスチック亀甲網です。

　■ポリエステルモノフィラメントとは

　　　　ポリエステル系合成繊維に属し、その特徴として機械

　　 特性、寸法安定性、酸等に対する耐薬品性に優れ、フィ

　　 ルムや成型用の樹脂として重宝されています。

　■特　徴

　　● 耐腐食性・耐酸性・耐候性

　　　　　 塩害や火山地帯の酸性害に強く、紫外線による劣化もありません。 軽　量

　　● 軽量性

　　　　　 重量は金網の約1/5(580g/㎡)で、作業の軽減、工期短縮等に役立

　　　　 ちます。

　　● 経済性

　　　　　 ６０年以上の耐久性を持ち、コスト縮減に役立ちます。

　　● 耐破網性

　　　　　 亀甲形２回捻りで編んでいるため、連続破網が起こら

　　　　 ず、破れても簡単に補修ができます。

　　● リサイクル性

　　　　　 環境化学製品で、プラスチック材として再利用が可能です。

素線強度：290N/mm
2
以上

取扱代理店(問合せ先) 製造元
株式会社　カミナガ　販売部 粕谷製網　株式会社　製造開発部
〒854-0069　諫早市貝津ヶ丘489-15 〒854-0037　諫早市川内町485
TEL  ０９５７－５６－９７０３ TEL　０９５７－２２－０３７３
FAX　０９５７－５６－９８１３ FAX　０９５７－２３－５５０５
http://www.kaminaga.co.jp http://www.kasutani.com
E-mail  ssigenaga@kaminaga.co.jp E-mail  fukahori@kasutani.com

Ｐ Ｋ ネ ッ ト

φmm

96ページ
97ページ

連携提案ながさき県内生産品

錆びない

生簀網

　２回捻り

　亀甲形

50 400

規　　　格

線径 ﾋﾟｯﾁ 重 量

2.50

φmm mm g/㎡

50 580

　㈱カミナガ・粕谷製網㈱

高耐久ＳＴＫネット及び関連商品

mm g/㎡

ＱＳ－０３００７５－Ａ

(高耐久ＳＴＫネット)

その他の

認定制度名称

高耐久ＳＴＫネット

規　　　格

2.50 40 560

線径 ﾋﾟｯﾁ 重 量

3.00落石防止網・落石防護柵

ふとんかご・かごマット・根固めマット

立入防止柵・落下物等防止柵

中小動物侵入防止ネット

高耐久ＳＴＫネット[QS-030075-A] ＴＫＲフェンス[QS-100027-A]

Ｆ-ＲＥＮマット[QS-080016-A] ドレスネット[HK-080011-A]
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73 県産品 県－２ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

お問い合わせ・連絡先

　　　株式会社　LED

LED照明

その他の
認定制度名称

株式会社 LED
〒857-0045 佐世保市園田町3番1号

TEL 0956-22-5756 FAX 0956-23-1962
担当 周藤

E-mail led@gks.sakura.ne.jp http://www.led-light-inc.com

☆ 独自の反射板形状により、後方への余分な漏れ光をカットし、

均斉度のとれた遠方への照射を実現。

☆ 湾曲型ガラスカバーにより、広スパン化を図れる

LED道路灯 天の川

LEDトンネル灯 天の川

☆ 独自の反射板技術による乱反射LEDで、省エネと広スパンを実現

☆ 本体にアルミ合金を採用し、軽量化を実現

LED街路灯 星の光

☆ 独自の反射板技術による乱反射LEDで、広範囲に渡る照射が可能

☆ 照明器具の真下付近も明るく照らす

☆ 防犯対策として、安心・安全なまちづくりに貢献

施工前

施工中
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74 その他 他－１ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

お問い合わせ・連絡先

門田建設株式会社

軽量移動型　太陽光発電システム　「ＦＫｐｏｗｅｒ」

その他の
認定制度名称

ＱＳ－１２００３５－Ａ 実用新案登録　第３１７３８４９号

〒857-0043 長崎県佐世保市天満町2番30号
門田建設株式会社 環境部（ＥＣＯ－ＴＥＣＨ）

TEL0956-59-9215（環境部直通） FAX0956-22-5567
URL http://www.kadotakensetsu.jp      e-mail eco-tech@kadotakensetsu.jp
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75 その他 他－２ 団体名：

NETIS
登録番号

連携提案

NETIS
登録番号

連携提案

長崎総合科学大学　工学部

長崎総合科学大学 工学部 工学科 建築学コースのご紹介

その他の
認定制度名称

  長崎総合科学大学 工学部 工学科 建築学コースは、人間の生活とその場のあり方をテーマとし、建築や街の計画設計と研究を
通して、安全で美しく豊かな空間の創造を目指した教育と研究を行っています。
　教育では、学生と教職員のふれあい教育を基本に、第一線で活躍の講師による特別講義を交えつつ、一級建築士養成の多面的
なカリキュラムを組み、基礎的な学力を身につけるとともに、個性と能力の開発に力を入れています。
　建築学コースの教員は、計画系、環境系、構造系の大きく3分野に分かれており、各教員の研究分野や、具体的研究活動は以下
のようになっています。

【計画系】
　林 一馬 名誉教授（歴史・意匠）：長崎の教会群、出島などの復元、古代神社建築の調査等
　村田 明久 教授（建築計画、都市計画系）：洋風建築の再生復元、景観資源、都市計画等
　李 桓 准教授（建築計画、地域計画系）：東ｱｼﾞｱの伝統集落･民家の調査と保存計画、長崎の地域･歴史･原爆復興の調査研究等
　山田 由香里 准教授（歴史・意匠）：歴史的建造物の調査、文化財建物修理の助言等

【環境系】
　田中俊彦 教授（環境工学）：建物の省エネルギー化、都市インフラ、室内温熱環境等
　濱砂博信 准教授（環境工学）：温熱環境計測、水利用システム、木と文化の研究会等

【構造系】
　薄 達哉 教授（建築構造学）：建物の耐震性評価、煙突の風応答、構造解析等

お問い合わせ・連絡先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎総合科学大学 工学部 工学科 建築学コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒851-0193　長崎市網場町536番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel：095-838-4111（建築学科事務室）、　Fax：095-830-1281
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：http://www.nias.ac.jp/
　

その他の
認定制度名称

ENEハウス（スマ－トハウス）

端島に監視システムを設置 全国高校生 設計アイデアコンテストの開催

20１3年度卒業研究「長崎県産材を用いた遊具」
がネッツトヨタ城栄店に採用・設置

建築学コースの活動の一例
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76 その他 他－３ 団体名： 扇精光ソリューションズ株式会社

NetｌessMap&土地実地調査書写真管理システム

お問い合わせ・連絡先
　
　　　　　　　〒851-0134　　　　長崎県長崎市田中町585番地5号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扇精光ソリューションズ株式会社　G&G-PLAIN事業室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:095-839-2111　FAX:095-839-7766
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL:http://www.ougis.co.jp/g2plain/

土地実地調査書写真管理システム
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☆目標：次期3か年で3DCADを標準と
　 する
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■概要

■効果

■出展技術活用の流れ

　ながさき建設技術フェア2014の出展者の中に、保有する技術にかか
る材料費や設計費、施工費を試験提供できる方がいらっしゃいます。
　試験フィールドを提供可能な発注者の方は、是非ご活用下さい！

発注者側・・・新製品等の効果の検証ができるとともに低廉な価格
で工事が施工できます。

出展者側・・・県内での工事実績の確保と客観的な検証結果が得ら
れることになります。

　双方の利点を生かすことで、将来的な活用促進につながるもの
と期待しています。

出展技術の活用提案

10月中旬 提案情報の提供

11月6,7日 フェアで技術の紹介

試験施工の協議
（発注者・出展者）

現場での施工

技術の評価
（発注者・出展者・ナーク）

検証結果の報告
（ナーク）
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ページ

ページ

ページ

材料費・施工費　【適用可能件数１件】　　　

材料費・施工費（マンホール蓋の調整工法を現地に合わせ2～3パ
ターンの工法を提案）【適用可能件数3件】

設計費

出展者名 長崎大学・佐賀大学

出展技術概要

コンクリートの現有作用応力測定・プレストレス測定

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年11月まで

出展技術の活用提案

出展者名維持管理 株式会社栄組

ひび割れ注入工法

提
案
内
容

出展者負担

施工規模 本提案技術は点検・検査技術なので該当なし

施工可能時期 基本的にいつでも対応可能

現場条件 どこでも対応可能

技術・製品の一般名称

適用工種 道路、河川、港湾・漁港

施工実績 県内2箇所(1橋)　・　県外67箇所(13橋)

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年3月まで

出展テーマ

出展技術・商品名 スリット応力解放法

維持管理

施工可能時期 平成26年11月　～　平成27年3月

現場条件 4t車クラスの作業車3台が乗り入れできること

その他 ―

適用工種 道路、都市計画

施工実績 県内200件　・　県外10件以上　　年平均

提
案
内
容

出展者負担

施工規模 マンホール斜壁より鉄蓋までの取替えを2箇所程度

出展技術・商品名 円形切断マンホール修繕工法：エポ工法

技術・製品の一般名称

出展技術概要

マンホール修繕工法

作業車が現場近くまで乗り入れ、駐車可能な場所

補修目的に応じて適切な材料を選定する必要あり

平成26年11月　～　平成27年12月31日まで

出展テーマ 維持管理 出展者名 折田建設工業株式会社

提案の有効期間

出展テーマ

出展技術・商品名

技術・製品の一般名称

真空吸着型圧力調整注入工法

道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港

県外250件

ひび割れ総延長15ｍ程度

平成26年11月　～　平成27年12月

適用工種

施工実績

提
案
内
容

出展者負担

施工規模

施工可能時期

現場条件

その他

出展技術概要
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ページ

ページ

ページ

基本的にいつでも対応可能

現場条件 どこでも対応可能

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年11月まで

適用工種 道路

施工実績 県外1件

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 本提案技術は点検・検査技術なので該当なし

施工可能時期

出展技術・商品名 コロコロチェッカー 出展技術概要

技術・製品の一般名称 遠隔自動ケーブル検査技術

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年11月まで

出展テーマ 維持管理 出展者名 長崎大学・佐賀大学

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 本提案技術は点検・検査技術なので該当なし

施工可能時期 基本的にいつでも対応可能

現場条件 どこでも対応可能

その他

技術・製品の一般名称 光学的計測装置

適用工種 道路、河川、港湾・漁港

施工実績 県内2件　・　県外4件

出展テーマ 維持管理 出展者名 長崎大学・佐賀大学

出展技術・商品名 ラインセンサタイプ全視野ひずみ計測装置 出展技術概要

基本的にいつでも対応可能

現場条件 どこでも対応可能

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年11月まで

適用工種 道路、河川、港湾・漁港

施工実績 県内3件　・　県外30件

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 本提案技術は点検・検査技術なので該当なし

施工可能時期

出展技術・商品名 棒形スキャナ（SS-3） 出展技術概要

技術・製品の一般名称 コンクリート内部調査技術

出展技術の活用提案

出展テーマ 維持管理 出展者名 長崎大学・佐賀大学



− 89 −

ページ

ページ

ページ

100m以内に吹付けプラントが据付可能な場所が必要（80m 程度）

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年3月31日まで

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 程度

施工可能時期 平成26年8月　～　平成27年3月

現場条件 吹付機械・及び材料が搬入可能な場所（10t車程度の乗入れが可能な場所）

その他

技術・製品の一般名称 老朽モルタル補修補強工法

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり

施工実績 県内7件　・　県外250件

出展テーマ 維持管理 出展者名 長崎県のリフレッシュ工法協会

出展技術・商品名 のリフレッシュ工法 出展技術概要

任意

現場条件 特にありません

その他 ―

提案の有効期間 成り行き

適用工種 道路、河川（汽水部）、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県外10件

提
案
内
容

出展者負担
材料費　　【適用可能件数10 件】
（条件）海水腐食環境が厳しい場所での比較

施工規模 一件につき数セット

施工可能時期

出展技術・商品名 ガルバリ５５ ボルト・ナット 出展技術概要

技術・製品の一般名称 溶融アルミ・亜鉛合金めっき

―

提案の有効期間 成り行き

出展テーマ 維持管理 出展者名 新興アルマー工業株式会社

提
案
内
容

出展者負担
材料費　　【適用可能件数10 件】
（条件）海水腐食環境が厳しい場所での比較

施工規模 一件につき2枚程度

施工可能時期 任意

現場条件 特にありません

その他

技術・製品の一般名称 溶融アルミめっき グレーチング

適用工種 道路、河川（汽水部）、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内3件　・　県外20件

出展技術の活用提案

出展テーマ 維持管理 出展者名 新興アルマー工業株式会社

出展技術・商品名 アルマー グレーチング 出展技術概要
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ページ

ページ

ページ

平成26年1月　～　平成28年5月

現場条件 作業車が近くまで乗り入れ、駐車可能な場所、道路から柵までの高さが10ｍ以下


その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年10月末日まで

適用工種 道路

施工実績 県外2件

提
案
内
容

出展者負担
材料費、施工費、設計費　　　【適用可能件数1件】

施工規模 施工延長30ｍ以内

施工可能時期

出展技術・商品名 ストロンガー工法　NETIS：HR-140004-A 出展技術概要

技術・製品の一般名称 既設落石防護柵補強工法

[メーカー標準色]灰色のみ

提案の有効期間 特になし

出展テーマ 安全・安心 出展者名 株式会社ビーセーフ

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 小規模※ボルト1本でも可（別途調整）

施工可能時期 御依頼をいただいた時期の状況次第

現場条件 九州地区対応可能、施工時期の条件はありません

その他

技術・製品の一般名称 塗料

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内2件　・　県外2件

出展テーマ 安全・安心 出展者名 菱計装株式会社

出展技術・商品名 エンバイロピール（A&Eシステムズジャパン社製） 出展技術概要

御依頼をいただいた時期の状況次第

現場条件 九州地区対応可能、施工時期の条件はありません

その他 [メーカー標準色]灰色、青色のみ※少量の場合は指定できません

提案の有効期間 特になし

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内2件　・　県外1件

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 小規模※部分的な施工でも可（別途調整）

施工可能時期

出展技術・商品名 アロシット（A&Eシステムズジャパン社製） 出展技術概要

技術・製品の一般名称 塗料

出展技術の活用提案

出展テーマ 安全・安心 出展者名 菱計装株式会社
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ページ

ページ

ページ

提案の有効期間 特にありません

出展者負担
設計費
（条件）材料は現場車上渡し

その他

―

―

技術・製品の一般名称

適用工種 道路、都市計画

施工規模

平成26年11月　～　平成27年10月

現場条件

提
案
内
容

出展者負担
設計費　　【適用可能件数12件】

その他

出展テーマ

出展技術・商品名 エコ　・　アースクルー25

環境・景観 出展者名 大野コンクリートグループ

出展技術概要

長崎県内であればどこでも対応できます

―

施工規模 特にありません

施工可能時期 いつでも対応できます

現場条件

出展技術・商品名 ログリーフ

技術・製品の一般名称

適用工種 港湾・漁港

間伐材増殖礁

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年1月30日まで

施工規模 φ250mm～φ350㎜（掘削深度D=15.0m）

施工可能時期 平成26年11月　～　平成27年1月

現場条件

施工実績 ―

出展テーマ

100㎡程度

施工可能時期

提案の有効期間

環境・景観 出展者名 大石建設株式会社

出展技術概要

遮熱透水平板

施工実績 県外44件

提
案
内
容

出展技術・商品名 マイクロサンプリング調査

技術・製品の一般名称

適用工種 道路、都市計画

施工実績 県外96件

提
案
内
容

出展者負担
施工費　　【適用可能件数５件】

その他

長崎県内(離島は除く)、作業車が乗入れ・駐車可能な場所

―

出展技術概要

埋設物試掘調査・地下埋設物変位調査・礫玉石地盤詳細調査

出展テーマ

出展技術の活用提案

安全・安心 出展者名 総合地研㈱
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ページ

ページ

ページ

平成26年11月　～　平成27年8月

現場条件 長崎県内全域

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年8月まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり

施工実績 県内1件　・　県外12件（九州圏内）

提
案
内
容

出展者負担
材料費・施工費

施工規模 以下

施工可能時期

出展技術・商品名 環境・景観、ロンケットDX 出展技術概要

技術・製品の一般名称 硬質土壌用植生マット

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年8月まで

出展テーマ 環境・景観 出展者名 ロンタイ株式会社　福岡支店

提
案
内
容

出展者負担
材料費・施工費

施工規模 以下

施工可能時期 平成26年11月　～　平成27年8月

現場条件 長崎県内全域

その他

技術・製品の一般名称 侵食防止型植生マット

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり

施工実績 県内1件　・　県外94件（九州圏内）

出展テーマ 環境・景観 出展者名 ロンタイ株式会社　福岡支店

出展技術・商品名 環境・景観、キルケット 出展技術概要

いつでも対応できます

現場条件 長崎県内であればどこでも対応できます

その他 ―

提案の有効期間 特にありません

適用工種 河川、港湾・漁港

施工実績 県内2件　・　県外3件

提
案
内
容

出展者負担
設計費　　【適用可能件数12件】

施工規模 特にありません

施工可能時期

出展技術・商品名 【海底の掃除機】サブマリンクリーナー(ＳＭＣ)工法 出展技術概要

技術・製品の一般名称 密閉吸引式底質除去装置

出展技術の活用提案

出展テーマ 環境・景観 出展者名 大石建設株式会社
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河川の感潮区間は植栽不適・大型ブロック等の護岸は除く(ポーラスの場合は除く)・護岸勾配は５分から２割迄・張ブロックも施工可・その他の場合の施工可否は相談に応じて

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年4月30日まで

提
案
内
容

出展者負担
設計費（ネコヤナギの植栽は魚類棲息環境改善やホタルの生息環境改善にも効
果があります。ネコヤナギの植栽に伴う環境改善のご相談も合わせて承ります。）

施工規模 植栽護岸延長20m～30m

施工可能時期 平成26年11月　～　平成27年4月

現場条件 河川の既設コンクリートブロック護岸

その他

技術・製品の一般名称 ネコヤナギを用いた既設のコンクリート護岸における水辺の環境改善工法

適用工種 河川

施工実績 県外42件

出展テーマ 環境・景観 出展者名 松本技術コンサルタント株式会社

出展技術・商品名 ネコヤナギ・エコ工法 出展技術概要

―

現場条件 ―

その他 着工前における3D レーザースキャナを活用した設計照査・用地境
界確認システム　NETIS 登録No： QS-120009-A

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年6月30日まで

適用工種 道路

施工実績 ―

提
案
内
容

出展者負担
材料費・施工費・設計費　　【適用可能件数1件】

施工規模 100～200m

施工可能時期

出展技術・商品名 着工前における3D レーザースキャナを活用した設計照査・用地境
界確認システム 出展技術概要

技術・製品の一般名称 境界残面積

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年3月31日まで

出展テーマ 環境・景観 出展者名 株式会社コイシ

提
案
内
容

出展者負担
材料費　　【適用可能件数2～3件】

施工規模 以下

施工可能時期 特にありません（年中可能）

現場条件 作業中の移動および施工箇所に障害物がない・クラック、欠損部およびジャンカ等の処理は事前に行う


その他

技術・製品の一般名称 けい酸塩系表面含浸工法（コンクリート表面保護工法）

適用工種 道路

施工実績 県外204件

出展技術の活用提案

出展テーマ 環境・景観 出展者名 岡三リビック(株)　九州支店

出展技術・商品名 ＲＣＧインナーシール工法 出展技術概要
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平成26年11月　～　平成27年1月

現場条件 作業車が現場近くまで乗り入れ・駐車可能な場所があること

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年1月31日まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内40件　・　県外1000件以上

提
案
内
容

出展者負担
材料費、設計費（材料費につきましては、弊社製品代金のみ負担
致します）　　【適用可能件数3件】

施工規模

施工可能時期

出展技術・商品名 ファブリフォーム/ベルテール 出展技術概要

技術・製品の一般名称 布製型枠工

対象となる表土の分別処理量1000m の場合：プラント設置面積25m×15m＝375m 、作業ヤード面積1000～2000m

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成28年3月31日まで

出展テーマ コスト縮減 出展者名 旭化成ジオテック株式会社

提
案
内
容

出展者負担
材料費、設計費（分別された土砂の利用先の選定が必要、分別さ
れた草根茎の処分が必要）

施工規模 対象となる表土　1000m 以上

施工可能時期 平成27年3月　～　平成27年12月

現場条件 長崎県内全域

その他

技術・製品の一般名称 表土分別工法

適用工種 道路、河川、都市計画

施工実績 県外15件

出展テーマ コスト縮減 出展者名 株式会社　オクノコトー

出展技術・商品名 「すきとり表土」分別工法 　（NETIS  KK-120039-A） 出展技術概要

平成26年8月　～　平成27年3月

現場条件 吹付機械・及び材料が搬入可能な場所（10t車程度の乗入れが可能な場所）

その他 100m以内に吹付けプラントが据付可能な場所が必要（80m 程度）

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年3月31日まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港

施工実績 県内15件　・　県外1000件

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 程度

施工可能時期

出展技術・商品名 ロービングウォール工法 出展技術概要

技術・製品の一般名称 長繊維混入補強土一体緑化工法

出展技術の活用提案

出展テーマ 環境・景観 出展者名 長繊維緑化協会　九州支部
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－

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年7月末まで

提
案
内
容

出展者負担
材料費、施工費、設計費　　【適用可能件数2件】

施工規模 以下

施工可能時期 平成27年4月　～　平成27年6月

現場条件 諫早市、長崎市

その他

技術・製品の一般名称 セメント路盤材

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、都市計画

施工実績 県内15件

出展テーマ リサイクル 出展者名 株式会社　張本創研

出展技術・商品名 防草材 出展技術概要

平成26年11月　～　平成27年1月

現場条件 作業車が現場近くまで乗り入れ・駐車可能な場所があること

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年1月31日まで

適用工種

施工実績 県内1件　・　県外460件

提
案
内
容

出展者負担
材料費、設計費（材料費につきましては、弊社製品代金のみ負担
致します）　　【適用可能件数3件】

施工規模

施工可能時期

出展技術・商品名 ボルクレイマット 出展技術概要

技術・製品の一般名称 ベントナイト系遮水シート

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年1月31日まで

出展テーマ コスト縮減 出展者名 旭化成ジオテック株式会社

提
案
内
容

出展者負担
材料費、設計費（材料費につきましては、弊社製品代金のみ負担
致します）　　【適用可能件数3件】

施工規模 　(GW100L)

施工可能時期 平成26年11月　～　平成27年1月

現場条件 作業車が現場近くまで乗り入れ・駐車可能な場所があること

その他

技術・製品の一般名称 ジオセル工法

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、都市計画

施工実績 県内1件　・　県外450件以上

出展技術の活用提案

出展テーマ コスト縮減 出展者名 旭化成ジオテック株式会社

出展技術・商品名 ジオウエッブ 出展技術概要
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平成26年11月　～

現場条件 長崎県内

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年10月末日まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内67件　・　県外580件

提
案
内
容

出展者負担 材料費、設計費（新設に限らず、錆びた既設金網の上に、重ね張りができます）【適用可能件数2 件程度】
(条件)落石防護柵：ネット及びロープ(支柱、間隔保持材は別途)、落石防止網：ネット及び部材

施工規模 落石防護柵：30ｍ以内、落石防止網100㎡以内（それ以上の規模については、材料費の低減等を協議させて下さい）


施工可能時期

出展技術・商品名 高耐久STKネット 出展技術概要

技術・製品の一般名称 落石防止・法面保護用等プラスチック亀甲網

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年7月31日まで

出展テーマ 県産品 出展者名 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱

提
案
内
容

出展者負担
施工費　　【適用可能件数　3件】

施工規模 　～　1,000m

施工可能時期 平成27年3月　～　平成27年7月

現場条件 離島を除く長崎県内全域

その他

技術・製品の一般名称 浅層・中層地盤改良工法

適用工種 道路、河川、港湾・漁港、都市計画

施工実績 ３D施工管理装置：県外1件、マッドミキサー工法：県内207件・県外2,088件

出展テーマ 情報通信技術 出展者名 株式会社　セリタ建設

出展技術・商品名 マッドミキサー工法（MⅠ・MⅡ型）及び３D施工管理装置 出展技術概要

平成26年8月　～　平成27年3月

現場条件 吹付機械・及び材料が搬入可能な場所（10t車程度の乗入れが可能な場所）

その他 100m以内に吹付けプラントが据付可能な場所が必要（80m 程度）

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年3月31日まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり

施工実績 県内6件　・　県外600件

提
案
内
容

出展者負担
設計費

施工規模 程度

施工可能時期

出展技術・商品名 アットリサイクル工法 出展技術概要

技術・製品の一般名称 リサイクル植生吹付工法

出展技術の活用提案

出展テーマ リサイクル 出展者名 長崎県エコサイクル緑化工協会
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平成26年11月　～

現場条件 長崎県内

その他 ―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年10月末日まで

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内2件　・　県外11件

提
案
内
容

出展者負担 材料費、設計費（既設金網フェンスの腐食または破損部の補修ネットでも可）【適用可能件数2 件程度】

（条件）提供材料の基礎ブロックは除きます・取付指導はいたします

施工規模 20m以内。それ以上の規模は、材料費の低減等を協議させて下さい。

施工可能時期

出展技術・商品名 ＴＫＲフェンス・かんたんフェンス 出展技術概要

技術・製品の一般名称 立入防止柵、落下物防止柵

―

提案の有効期間 平成26年11月　～　平成27年10月末日まで

出展テーマ 県産品 出展者名 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱

提
案
内
容

出展者負担
材料費、設計費　　【適用可能件数2 件程度】
（条件）中詰材別途

施工規模 20m以内。それ以上の規模は、材料費の低減等を協議させて下さい。

施工可能時期 平成26年11月　～

現場条件 長崎県内

その他

技術・製品の一般名称 かごマット、ふとんかご

適用工種 道路、河川、砂防・地すべり、港湾・漁港、都市計画

施工実績 県内4件　・　県外39件

出展技術の活用提案

出展テーマ 県産品 出展者名 ㈱カミナガ・粕谷製網㈱

出展技術・商品名 Ｆ－ＲＥＮマット 出展技術概要
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１階出入り口

受付

開会式会場

①中央ステージ

①会場内は全面禁煙です。喫煙は光庭Ⓐの場所で行ってください。

②会場内への危険物の持ち込みや使用は禁止されています。

Ⓐ喫煙場所

長崎市科学館スタンプ押印
（長崎市科学館地下駐車場利用者）

②受講証明コーナー

③アンケート回収コーナー

④事務局

メインアリーナ

会場出入口

会場案内図

２階からの入場

はできません。
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会場敷地内駐車場

2台

駐車は、駐車場開場時間を厳守して下さい。

時間を過ぎると施錠され出られなくなります。
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１１月6日（木）

運行会社：東彼観光(株) 大型バス（４７席） ＴＥＬ：０９５６－８３－３３１３

運行会社：林田観光バス 小型バス（２０席） ＴＥＬ：０９５７－６４－６１１６

１１月７日（金）

運行会社：村里運輸 中型バス（３３席） ＴＥＬ：０９５７－５２－６１５６

島原振興局

→
波佐見町役場

ＴＥＬ：０９５６－６４－４１２３

佐々町役場
→

ＴＥＬ：０９５７－５２－６１５６

→

フェア会場
（3時間5分）

→
東彼杵町役場

→
川棚町役場

東彼杵町役場

東彼方面

波佐見町役場
→

川棚町役場
→

運行会社：村里運輸 小型バス（２０席）

フェア会場
（2時間30分）

→
佐々町役場

→
県北振興局

平戸市役所
→

松浦市役所
→

平戸・松浦方面

松浦市役所
→

平戸市役所
→

運行会社：コスモ観光バス 小型バス（２１席）

佐世保方面

県北振興局
→

佐世保市役所
→

雲仙市役所

フェア会場
（3時間）

運行会社：林田観光バス 小型バス（２１席） ＴＥＬ：０９５７－６４－６１１６

→

フェア会場
（2時間20分）

→
佐世保市役所

雲仙市役所
→

島原市役所
→

島原方面

島原振興局
→

島原市役所
→

→→
雲仙市役所

フェア会場
（3時間15分）

→
諫早市役所

→
県央振興局

諫早方面

県央振興局
→

諫早市役所
→

佐世保方面

県北振興局
→

フェア会場
（2時間40分）

→
県北振興局

送迎バス運行表

予定時刻は道路事情

等により前後する 
場合があります。 
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主催 公益財団法人長崎県建設技術研究センター

共催 長崎県環境部・水産部・農林部・土木部

後援 国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 公益社団法人土木学会西部支部

国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 建設業労働災害防止協会長崎県支部

国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所 長崎県建設技術協会

長崎市 長崎県コンクリート製品協同組合

佐世保市 長崎県生コンクリート工業組合

諫早市 長崎県アスファルト合材協会

大村市 長崎県技術士会

長与町 長崎県土木施工管理技士会

時津町 長崎県鳶土木工業連合会

一般社団法人長崎県建設業協会 長崎県電気工事業工業組合

一般社団法人長崎県中小建設業協会 株式会社建設新聞社

一般社団法人長崎県測量設計コンサルタンツ協会 株式会社九建日報社

一般社団法人長崎県地質調査業協会 株式会社ＮＳＣ

一般社団法人長崎県ほ装協会 長崎新聞社

一般社団法人長崎県港湾漁港建設業協会 西日本新聞社

一般社団法人長崎県造園建設業協会 ＮＨＫ長崎放送局

一般社団法人長崎県管工事協会 ＮＢＣ長崎放送

一般社団法人長崎県管工事協会 ＫＴＮテレビ長崎

一般社団法人長崎県工務店連合会 ＮＣＣ長崎文化放送

一般社団法人長崎県建造物解体工業会 ＮＩＢ長崎国際テレビ

一般社団法人全国特定法面保護協会長崎県事務所 長崎大学工学部

一般社団法人日本塗装工業会長崎県支部 長崎大学環境科学部

一般社団法人長崎県のり面協会 長崎総合科学大学工学部

＊順不同

問い合わせ先
公益財団法人 長崎県建設技術研究センター　企画研修課

TEL:０９５７－５４－１６４９
FAX:０９５７－５４－１５９２

ホームページ  http://www.nerc.or.jp


