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番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ 
コンクリート養生温度クラウド 

管理システム 

シス 

テム 
コンクリート工 ㈱ソーキ[東京] 

２ 
二輪型マルチコプタ及び３D技術を用いた点検

データ整理技術 

シス 

テム 
構造物調査 富士通㈱[東京] 他 

３ IH 塗膜剥離機を用いた分析用塗膜採取法 工法 橋梁補修補強工 ビルドメンテック㈱[福岡] 

４ 
３D 管理による特殊法面掘削工法 

（特のり３D工法） 
工法 土工 ㈱加藤総建[長崎] 

５ 
現場クラウド for サイボウズ Office_ 

現場支援機能サービス 

シス 

テム 
CALS関連技術 ㈱現場サポート[鹿児島] 

６ VR 事故体験・安全教育「ルッカ」 
シス 

テム 
その他 ㈱仙台銘板[宮城] 他 

７ ヘルメットハンマー 製品 その他 ㈱仙台銘板[宮城] 他 

８ 
EYE トンネル非常用設備 

「スマート TMC・TSC」 
製品 電子応用設備 岩崎電気㈱[東京] 

９ IC ライダーZ 
シス 

テム 
その他 北興産業㈱[富山] 

10 入退場管理システム「InOutMan」 
シス 

テム 
その他 北興産業㈱[富山] 

11 安全マン（吊荷警報装置） 製品 仮設材設置撤去工 協立電子工業㈱[大阪] 

12 
小型クレーン用吊荷監視カメラ 

「ワイヤレスウォッチャー」 
製品 仮設材設置撤去工 協立電子工業㈱[大阪] 

13 防草シート３５０G 製品 道路除草工 ㈱グリーンフィールド[岩手] 

14 
SLV アンカー 

（スリーブ打込み式メネジアンカー） 
製品 トンネル工 ㈱タチバナ[大阪] 他 

15 自転車対応ライン側溝 製品 排水構造物工 中里産業㈱[福岡] 

16 路面性状調査 メジャーロードカー 
シス 

テム 
測量 ㈱Ｆ・Ｃ[宮崎] 他 

17 ＦＤドレンＲＥ（取替容易タイプ） 製品 橋梁上部工（その他） ㈱興和工業所[愛知] 

18 土壌の簡易測定キットＯＣＴＥＳ（オクテス） 工法 環境調査 
㈲坂本石灰工業所 

[熊本]他 

19 
端部表面塗布型防水工法 

（ブリッジガード） 
工法 橋面防水工 ㈱アマケンテック[熊本] 

20 
高トルク型中圧噴射機械攪拌工法 

（MITS 工法 CMS-S システム） 
工法 深層混合処理工 MITS工法協会[福岡] 

21 根株ドリル（簡易根株除去） 機械 道路植栽工 
油機エンジニアリング㈱ 

[福岡] 

22 
ヒノダクパイル 

（ダクタイル鋳鉄製基礎杭・省スペース基礎工法） 
製品 道路標識設置工 日之出水道機器㈱[福岡] 

23 パネクサス（簡易接合標識基板） 製品 道路標識設置工 
日本カーバイド工業㈱ 

[東京] 他 

24 
連続鉄筋コンクリート舗装用 

ＳＫＰメッシュ 
製品 コンクリート舗装工 住倉鋼材㈱[福岡] 他 

25 「控え式砕石かご擁壁」グラベルボックス 工法 擁壁工 共和ハーモテック㈱[大阪] 

26 
ＴＭ３００ｚｅｒｏ 

（ノンブリーディング充填材） 
材料 その他 ㈱立花マテリアル[大阪] 

27 
ギア式ジャッキ内蔵腹起し 

一体型支保工材「つっぱり名人」 
製品 仮設材設置撤去工 ㈱ホーシン[大阪] 

28 
リフレッシュジョイント工法 

（ＲＥＪ工法） 
工法 橋梁用伸縮継手装置設置工 ビルドメンテック㈱[福岡]他 

29 フェンスロック（転落防護柵基礎） 製品 擁壁工 インフラテック㈱[鹿児島] 

30 重機接触防止 D-ＬＩＮＫセンサー 製品 その他 ㈱アスコム[福岡] 他 

31 
トンネル吹付け初期強度確認用ピン貫入試験

機「Ａ.Ｐ.Ｐ.テスター」 
製品 トンネル工（ＮＡＴＭ） エフティーエス㈱[東京] 

32 軽量・高強度「アルミ矢板」 製品 矢板工 ㈱ホーシン[大阪] 
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31 
トンネル吹付け初期強度確認用ピン貫入試験機

「Ａ.Ｐ.Ｐ.テスター」 
製品 トンネル工（ＮＡＴＭ） エフティーエス㈱[東京] 

32 軽量・高強度「アルミ矢板」 製品 矢板工 ㈱ホーシン[大阪] 

33 
浜崖後退抑止工用二重シート式サンドパック 

「ジオチューブＤＳ」 
製品 河川海岸（その他） 三井化学産資㈱[東京] 

34 
表層すべり長期モニタリングシステム 

「クラウド傾斜計」 
システム 地質調査 ㈱アスコム[福岡] 他 

35 
FMR スキャナー  

(高速移動路面 3D スキャナー)による路面調査 
システム 測量 ㈱福岡南原[福岡] 他 

36 パワーグラウト(自己治癒補修材) 材料 橋梁補修補強工 ㈱CORE 技術研究所[大阪] 他 

37 一体化ガイドレール式水位追従型係船設備 機械 ダム管理設備 ノダック㈱[熊本] 

38 ミリ波レーダを用いた切羽変位監視システム システム 施工管理（トンネル工） エフティーエス㈱[東京] 

39 
タケミックスソイル緑化工法 

(竹繊維植生基材吹付工) 
工法 法面工 R100ソイル工法研究会[福岡] 

40 移動式現場事務所車（MOC） 製品 仮設工（その他） ㈱アイビルド[福岡] 

41 しゃべる安全コーン 製品 仮設工（その他） 九州電機工業㈱[熊本] 

42 
リアルタイム傾斜（吊荷・重機等） 

監視システム 
システム 鋼橋架設工 ㈱ソーキ[東京] 

43 

コンクリート構造物および 

舗装の表面補修・補強材料 

「ラテックス改質速硬コンクリート（LMFC）」 

材料 コンクリート舗装工 太平洋マテリアル㈱[東京] 

44 
根固ブロック用吊り具 

（コマチェーンバランサー＆コマクランプ） 
製品 消波根固めブロック ㈱コマロック[鹿児島] 他 

45 
イソシール AC 

速硬化性常温クラックシール 
材料 アスファルト注入工 日本特殊塗料㈱[東京] 他 

46 
警戒エリア安全監視システム 

「2Dセンサ」 
システム 

共通工 

（その他） 
㈱ソーキ［東京］ 

47 
生コン打設用の先端ゴムホース 

「フラットシュー卜」 
製品 コンクリート工 

住友理工ホーステックス㈱

［東京］ 

48 
残存型枠で構築するブロック積擁壁（フラット

テックウオール） 
工法 擁壁工 有徳コンクリート㈱［長崎］ 

49 回転ダンプ式不整地運搬車 S300 機械 土工 
㈱筑水キャニコム 

［福岡］ 

50 
水抜きパイプ取付専用足場ブラケット「水抜き

パイプ足場」 
製品 足場支保工 ㈱ホーシン［大阪］ 

51 
グラウチングフレーム工法 

（布製法枠工） 
工法 法面工 

㈱環境総合テクノス 

     [大阪] 他 

52 かぶりチェッカー 工法 
施工管理 

（コンクリート） 
㈱中央産業[福岡] 

53 
抜けにくい「鉄筋安心ガード＆ 

ソフトキャップ」 
製品 コンクリート工 ㈱片岡屋[静岡] 

54 小型海水淡水化装置 製品 その他 
ワイズグローバルビジョン㈱ 

[東京] 

55 ネイレール(根入ブロック) 製品 擁壁工 インフラテック㈱[鹿児島] 

56 低水位時開放型フラップゲート 機械 水門設備 ㈱協和製作所[佐賀] 他 

57 バッテリーECO電源「トルエコ」 製品 電気設備 ㈱ナヴィック[熊本] 

58 
高性能形 

トンネル非常設備用モニター盤 
製品 電子応用設備 岩崎電気㈱[東京] 

59 
NATM吹付けコンクリートプラント用「表面水自

動補正装置」 
機械 

トンネル工 

（ＮＡＴＭ） 
㈱原商[岐阜] 

60 仮設式ソーラーLED ライト 製品 
仮設工 

（その他） 
㈱ナヴィック[熊本] 

61 
アクティブネット(変状確認システム/簡易設

置カメラ) 
システム 電子応用設備 ㈱J システム[石川] 

62 
ICT 舗装転圧施工機共有管理 

システム 
システム 

アスファルト 

舗装工 

㈱アカサカテック[神奈川] 

他 
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