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1001001
常温ガラスコーティングシ
ステム

落書き貼り紙対策コーティング技術
土木構造物ＨＬＧシステム
工法研究会

部署：事務局：大成ロテック株式会社
南関東支社
電話：０３－３６４０－１４６１

1001002 Ｊポケットパイル（ＪＰＰ） ポケット付遮水鋼製壁工法 ＪＦＥスチール株式会社
部署：建材センター建材営業部土木
建材室
電話：０３－３５９７－３５６３

1001003 エコクリーンソイル
園路・歩道・防草工に適した環境景観保水
型土系表層材

グランヴァン株式会社
部署：ガイアグリーン事業部
電話：０３－５３６３－６２５２

1001004 ＳＯＷＡサンド 散水硬化型土系舗装材 株式会社ブリッジ
部署：環境推進事業部
電話：０７５－６９１－８６０６

1001005 ＨＳアスコン 高耐久性・高安定性アスファルト混合物 東亜道路工業株式会社
部署：関東支社 技術部
電話：０３－３４２３－０２３１

1001006 フリップバー
過密鉄筋の施工性を改善した機械式定着
筋

株式会社伊藤製鐵所
部署：本社技術開発部
電話：０３－５８１９－１１０１

1001007
超小型ゴム支承装置
（UCB）

高さの低いゴム支承 株式会社ビービーエム
部署：技術本部
電話：０３－３５２３－５８６３

1001008
ワンタッチ・キャップマー
カー

再生樹脂製反射体 株式会社アークノハラ
部署：営業推進室
電話：０３－３３５１－９３０１

1001009
MA基礎体（フランジ一体
型鋼管杭）工法

照明灯用支柱の建柱方法 東日本ＭＡ基礎杭協会
部署：事務局：株式会社マルハン
電話：０２２－２９５－０６３６

1001010 タフナット 機械式プレート型ナットを用いた定着鉄筋 共英製鋼株式会社
部署：営業部東京営業所
電話：０３－５６５２－０８２６

1001011 真空吸引圧送浚渫工法 汚濁発生を抑制した、高濃度浚渫システム 株式会社早水組
部署：浚渫事業部
電話：０１５２－４３－４５５１
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1001012
二方向アラミドシート補
修・補強工法

橋梁および変状トンネル等の補修・補強工
事

二方向アラミドシート工法
研究会

部署：事務局（大成ロテック株式会社）
電話：０３－３５６１－７８３１

1001013 マルチレベル工法 コンクリート二次製品の据付工法
マルチレベル工法・マルチ
搬送（横引）工法研究会

部署：事務局：千葉窯業株式会社
電話：０３－５８３５－１６３１

1001014 ホゼン式工法 橋梁床版下面増厚補強工法
一般社団法人日本建設保
全協会

部署：保全営業部
電話：０８３－９２７－４５０９

1101001 Super KING 工法 鋼管杭先端拡大根固め工法
Super KING 工法技術協
会

部署：事務局：JFEスチール株式会社
建材センター建材営業部土木建材室
電話：０３-３５９７-４５２０

1101002 鋼製パネル式仮締切工法 矢板を打設しない仮締切工法 株式会社 大林組
部署：東京本店 土木事業部営業第二
部
電話：０３-５７６９-１２６３

1101003
延長床版システムプレ
キャスト工法

橋梁用伸縮装置部の騒音・振動低減工法 株式会社ガイアートＴ・Ｋ
部署：技術部
電話：０３-５２６１-９２１３

1101004 オーシャンクールテック 遮熱性舗装ブロック
太平洋プレコン工業株式
会社

部署：東京支店
電話：０３-３３５０-０７４２

1101005 AMP工法 建設汚泥が発生しない深層混合処理工 AMP 協会
部署：技術部
電話：０６-４３９３-８８１８

1101006 ノールナノコンスーパ コンクリート劣化防止含浸材 ナノコン工法協会
部署：株式会社データベース
電話：０３-５６４１-１３８１

1101007 グリーンパネル工法 切土補強土工法 株式会社ダイクレ
部署：景観事業部
電話：０３-５６２８－１０７０

1101008 アースクルー２５ 低熱透水平板 株式会社イワタ
部署：技術開発部
電話：０５３７－４８－４１７０
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1101009
ライフテックスSDK－C工
法

コンクリート片はく落防止工法 アトミクス株式会社
部署：道路事業部　営業部
電話：０３-３９６９－１５５２

1101010
RCGインナーシール表面
含浸工法

粒子コロイド含浸コンクリート保護工法 RCGインナーシール協会
部署：事務局：岡三リビック株式会社リ
バイブテクノ部
電話：０３-５４４２－２０８０

1101011 ハイドロプルーフ工法
けい酸塩系コンクリート含浸材による補助
工法

ケミックス株式会社
部署：技術営業本部
電話：０３－５２５９－７０２４

1101012 圧力調整注入工法 コンクリートのひび割れ補修工法 株式会社栄組
部署：
電話：０１９８－６５－３０３２

1101013 ネットワン 高エネルギー吸収型落石防護網工 新落石研究会
部署：事務局：株式会社シビル
電話：０２５－２８４－３１８０

1101014
土留部材引抜同時充填注
入工法

周囲に影響を与えずに、土留部材を安全
に回収する工法

山伸工業株式会社
部署：技術部
電話：０８８－８８４－４５８５

1101015 根固めマット 袋状ひし形金網製根固め材料
共和ハーモテック株式会
社

部署：東京支店
電話：０３－５９０４－７００７

1101016 アルファテック380 塗布型ひび割れ補修材 アルファ工業株式会社
部署：技術部
電話：０４５－５００－０５００

1201001 シートパイル基礎工法
鋼矢板で基礎を囲みフーチングと結合する
耐震補強工法

新日鐵住金株式会社
部署：建材開発技術部
電話：０３－６８６７－６３５７

1201002 バルーングラウト工法 薬液注入固化工法
バルーングラウト工法研
究会

部署：事務局：東亜建設工業
電話：０３－６７５７－３８６１

1201003 イージーラーメン橋 短支間橋梁に適する複合門形ラーメン橋
一般社団法人
イージースラブ橋協会

部署：事務局：エーイージャパン株式
会社
電話：０７６－２６４－１１８４
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1201004 ブリッジプラスアルファ 拡幅用鋼製地覆 株式会社シラヤマ
部署：営業部営業課
電話：０４７－４９７－０３２１

1201005 コンテナファルト 重荷重用耐流動ポリマー改質アスファルト ニチレキ株式会社
部署：東京支店 技術課
電話：０４８－９６１－６３１１

1201006 マイルドパッチ 全天候型高耐久常温合材 前田道路株式会社
部署：技術本部　技術部
電話：０３－５４８７－００３０

1201007 IH式舗装撤去工法
電磁誘導加熱による低騒音鋼床版舗装撤
去工法

大林道路株式会社・鹿島
道路株式会社・グリーン
アーム株式会社、株式会
社竹中道路、株式会社ＮＩ
ＰＰＯ

部署：（代表）グリーンアーム株式会社
エンジニアリング部
電話：０３－５２１７－１１１２

1201008 N－ＳＳＩ工法 塩分吸着剤による高防錆型断面修復工法 塩害対策工法研究会
部署：事務局：ジェイアール総研エンジ
ニアリング
電話：０４２－５０１－２６４８

1201009
薄膜スケルトンはく落防災
コーティング工法

表面異常を目視確認可能なはく落防止工
法

株式会社エムビーエス
部署：本社　営業部
電話：０８３６－３７－６５８５

1201010 乾式吹付耐震補強工法 ＲＣ構造物の巻立て補強工法
日本コンクリート補修・補
強協会

部署：事務局：株式会社クリテック・
ジャパン
電話：０３－５９１９－４７３１

1201011 マイルドベース 高付加価値リサイクル路盤材 前田道路株式会社
部署：技術本部　技術部
電話：０３－５４８７－００３０

1201012
StoCryl HG 200表面含浸
工法

シラン系含浸材によるコンクリート保護工
法

日本コンクリート補修・補
強協会

部署：事務局：株式会社クリテック・
ジャパン
電話：０３－５９１９－４７３１

1201013 LEAB 施工性改善型アスファルト混合物 前田道路株式会社
部署：技術本部　技術部
電話：０３－５４８７－００３０

1201014 ＧＲ－Ｕ
横断側溝用と集水桝用鋳鉄製グレーチン
グ

日之出水道機器株式会社
部署：第2戦略企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話：０９２－４７６－０８１４
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1201015 ＫＣ－Ｓ工法 型枠式カラースプレー工法 ＫＣ協議会
部署：事務局：オサダ技研株式会社
電話：０６－６７６４－５７２４

1201016 Ｖ－ＪＥＴ工法
大口径化と高速施工を可能とした高圧噴
射攪拌工法

Ｖ－ＪＥＴ協会
部署：会員：三信建設工業株式会社
電話：０３－５８２５－３７０７

1301001 Gベース
たわみ性防護柵のプレキャスト基礎ブロッ
ク

Gネット工業会
部署：関東会員社（株式会社ホクコン）
電話：０３－３５１８－８１０３

1301002 角太橋 角形鋼管床版橋製品
新日鉄住金エンジニアリン
グ株式会社

部署：橋梁商品室
電話：０３－６６６５－３３７０

1301003 ＡＰＣＲ工法
アスファルト舗装版切断汚泥連続固液分
離工法

一般財団法人　ＡＰＣＲ工
法協会

部署：事務局
電話：０３－３２３０－２００１

1301004 ロードプラス 張り出し式車道拡幅製品
景環システム株式会社

ロードプラス研究会

部署：景環システム東京事務所
電話：０３－５３６６－８５７５

1301005
C3Dによる3次元測深技術
システム

極浅水域までの3次元測深･地形･構造物
などの調査システム

株式会社アーク・ジオ・サ
ポート

部署：技術本部
電話：０３－５３０４－７８９９

1301006 プラ･スターG 星型プラスチックスペーサ 株式会社中央産業
部署：金属加工事業部
電話：０９４８－２３－８２８５

1301007 エマルテック遮水工法 常温薄層型の基層保護工法 ニチレキ株式会社
部署：東京支店技術課
電話：０４８－９６１－６３１１

1301008 Waveパネル
防潮堤や護岸テラスの拡幅と被覆防食を
兼ねる製品

ＣＲＳ株式会社
部署：設計部
電話：０３－５６９０－２００３

1301009 オープンシールド工法 函渠やＵ型開渠を地中に埋設する工法 オープンシールド協会
部署：事務局：植村技研工業株式会
社
電話：０４２－５７４－１１８１
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1301010 セイフティスリップ工法 鋼板等の滑り止め加工法 株式会社川熱
部署：営業開発部
電話：０４６７－７０－４１９１

1301011
TDRショットライニングシス
テム

シールド鋼製セグメント区間における覆工
の構築技術

飛島建設株式会社
部署：建設事業本部
電話：０４４－８２９－６７１７

1301012 PRMS工法
低騒音舗装への透水性レジンモルタル充
填工法

透水性レジンモルタルシス
テム工法協議会

部署：事務局：オサダ技研株式会社
電話：０６－６７６４－５７２４

1301013 ドリリングプレス工法 鋼管矢板中掘圧入工法（パイラー式） 成幸利根株式会社
部署：事業本部営業推進室
電話：０３－５６４５－３２３２

1401001 ＧＲ－Ｌ
落ち葉対策型鋳鉄製街渠桝用グレーチン
グ

日之出水道機器株式会社
部署：第2ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話：０９２－４７６－０８１４

1401002 ジョインボンド工法 新旧コンクリート打継目接着工法 日本ジッコウ株式会社
部署：東京支店
電話：０３－５６２８－２３７５

1401003 マルチジェット工法 大口径自由形状高圧噴射攪拌工法 マルチジェット工法協会
部署：事務局株式会社ミヤマ工業
電話：０３－３２３９－７５４３

1401004 セラダクトＡ・neo トンネル専用埋設ケーブル保護管 杉江製陶株式会社
部署：東日本営業部
電話：０３－３４４２－６１８１

1401005 ダムシス ３次元変位計測システム
計測ネットサービス株式会
社

部署：技術部
電話：０３－６８０７－６４３９

1401006 水圧四面梁 水圧伸縮式軽量金属支保工 株式会社 エヌ・エス・ピー
部署：企画部
電話：０５７３－６７－２１２９

1401007 巨大岩塊固定工法
巨大岩塊の落下・崩落を抑止する落石予
防工

新落石研究会
部署：事務局：株式会社シビル 創造
技術部
電話：０２５－２８４－３１８０
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1401008 無足場アンカー工法 法面無足場削孔工法 スポリカ株式会社
部署：企画営業
電話：０８５９－５７－３５２０

1401009 ＣＳＢ 遠心成形高強度パイプカルバート 全国ＣＳＢ工業会
部署：事務局：中川ヒューム管工業株
式会社営業本部
電話：０２９－８２１-３６１１

1401010 樹脂製ハンドホール ＦＲＰ製ハンドホール 株式会社マンホール商会
部署：営業部
電話：０３－３３１３－８２３１

1401011 JGS-CCクレイ 土舗装用土壌改良材
株式会社ジャパングリーン
システム

部署：営業部
電話：０３ー５７７６－１４５１

1401012 アクアポンドS型 プレキャスト式雨水地下一時貯留施設 株式会社ヤマウ
部署：関東事業部
電話：０３－３５４８－０８７０

1501001
コンクリート保水養生テー
プ

表面の緻密化により強度と耐久性の向上
に寄与するテープ

スリーエムジャパン株式会
社

部署：テープ・接着剤製品事業部
　　　　マーケティング部
電話：03-6409-3554

1501002 3次元計測システム
３Ｄレーザースキャナーによる空間計測技
術

株式会社トップライズ
部署：関東支社
電話：045-594-6667

1501003 ＤＮＴ水性重防食システム 環境負荷低減の塗装工法 大日本塗料株式会社
部署：構造物塗料事業部
電話：03-5710-4502

1501004 ナスフィラー
環境負荷低減アスファルト混合物用フィ
ラー

ナステック株式会社
部署：営業部
電話：044-271-3411

1501005 東京ブロック 遮熱性・不陸抑制型舗装材 東洋工業株式会社
部署：東京営業所
電話：03-5615-7230

1501006 スーパータックゾール 分解促進型タックコート用乳剤 ニチレキ株式会社
部署：東京支店技術課
電話：048-961-6311
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1501007 ヒノダクタイルジョイントα
取替性・耐久性・走行安定性に優れた鋳鉄
製伸縮装置

日之出水道機器株式会社
部署：戦略企画グループ
電話：092-476-0550

1501008 バリアフリーペイブ 段差抑制型の歩行者系舗装用ブロック 日本興業株式会社
部署：東日本支店関東営業所
電話：03-5444-7830

1501009 添木結束クランプ
植樹時の２脚鳥居支柱結束が簡易になる
クランプ

株式会社協栄ファスナー
工業

部署：営業チーム
電話：0854-62-9700

1501010 撃退ドットマン 鳥類糞害防止器具 株式会社サンニック
部署：鳥害対策事業部
電話：03-5537-3429

1501011
フル・ファンクション・ペー
ブ

粗面系凍結抑制舗装 株式会社ガイアートＴ・Ｋ
部署：関東支店営業部
電話：03-5261-9311

1501012 ＩＰＨ工法 コンクリート補修補強及び漏水対策工法
ＳＧエンジニアリング株式
会社

部署：
電話：082-273-6954

1501013 カラーサンド工法
透水性と保水性を有する歩行者系景観舗
装材

三和グランド株式会社
部署：経営管理部
電話：03-3839-8501

1501014
電線共同溝用接着レスさ
や管

接着剤を使用しないで接続可能なさや管
セキスイ管材テクニックス
株式会社

部署：東日本ＶＣ推進部
電話：0436-75-4691


