
平成 2３年度 九州で登録した新技術（４０件） 

 

番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ 
AQUA MANAGERⅡ 

(単位水量推定・管理システム) 
システム 

施工管理 
(コンクリート) 

㈱ゼロテクノ 

２ アジャストーン 材料 軟弱地盤処理工 大隅砕石協同組合 他 

３ 鉄筋かぶり厚探査棒 システム 構造物調査 ㈲フォルム 

４ 
3 次元ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰによる 

構造物の変位計測ｼｽﾃﾑ 
システム 構造物調査 ㈱オービット 他 

５ 横帯ブロック 製品 多自然型護岸工 インフラテック㈱ 他 

６ ＦＡボックス 製品 ボックスカルバート工 ㈱ヤマウ 他 

７ ガードクリフ 製品 擁壁工 ㈱ヤマウ 他 

８ メンテナンス床版 製品 
横断歩道橋 

補修工 
㈱ヤマウ 

９ バスク工法(bask) 工法 法面工 日丸産業㈱ 他 

１０ 
クロスハンガーを併用した 

ST 支保工 
製品 足場支保工 グリーンリバー㈱ 

１１ GG ブロック 工法 
道路維持修繕工 

(その他) 
㈱ヤマックス 他 

１２ 
炭入りコンクリート積み 

ブロック「チャコケン」 
製品 

多自然型 

護岸工 

野田ブロック工業㈱ 

他 

１３ 
空中窒素固定菌誘導型 

緑化工法 
工法 法面工 

R100ソイル工法研究会 

他 

１４ ニューレスプ工法 工法 法面工 日特建設㈱ 

１５ KFC ジョイント 製品 橋梁用伸縮継手装置設置工 ㈱川金コアテック 

１６ GR シリーズ 工法 排水構造物工 日之出水道機器㈱ 

１７ ハイパーロードナット 製品 道路標識設置工 ㈱KHI 

１８ レミフォレスト工法 工法 法面工 東興ジオテック㈱ 

１９ よく見えシート 製品 
道路維持修繕工 

(その他) 

西日本高速道路エンジニアリング

九州㈱ 

２０ 
マサコート 

(遮熱・断熱・抗菌の水性塗料) 
材料 塗装工事 スターハード㈱ 

２１ TV センサー安全監視システム システム 電子応用設備 環境電子㈱ 

２２ 
移動式ネットワークカメラ 

「モニタリングミックス」 
システム 電子応用設備 ㈱アシストユウ 

２３ SLS ブロック 製品 ブロック舗装 八光工業㈱ 

２４ バイブロ HDD工法 工法 小口径推進工 
㈱ワイビーエム 

他 

２５ 
湿気硬化型 

プレグラウト PC鋼材 
製品 ポストテンション桁製作工 住友電工ｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ㈱ 

２６ プロテック Pコン 製品 コンクリート工 ゼン技研㈱ 

２７ 
CUDO認証 ｿｰﾗｰ式 

高視認型 LED標示板 
製品 

仮設工 

（その他） 
太陽建機レンタル㈱ 

２８ 害獣ガード 製品 法面工 
日本フォーランド㈱ 

他 

２９ 
INSEM材製造専用プラント： 

SR-メサイア 
機械 

土工 

（砂防工） 

日立建機レック㈱ 

他 

３０ マルチフォーム M 側溝 製品 排水構造物工 
エムシー産業㈱ 

他 
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番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

３１ 
LED トンネル照明器具 

「LEDiocTUNNEL」 
製品 電気設備 岩崎電気㈱ 

３２ エンパソル ｼｽﾃﾑ 地質調査 ライト工業㈱ 

３３ 足場作業用リフト「猿鳶太助」 機械 足場支保工 ㈱アイル 他 

３４ コンクリート完全充填システム（ＦＣＰ） 工法 
施工管理 

(コンクリート) 
日本国土開発㈱ 

３５ ＧＭラウンド工法 工法 上下水道工 
㈱ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 

研究所 他 

３６ 二重ラッパカン付ポンプ 機械 ポンプ設備 ㈱酉島製作所 

３７ 棒形スキャナ 製品 構造物調査 西松建設㈱ 他 

３８ 
応力集中型 鋼製防護柵 

「FLEMBEE」フレンビー 
製品 

橋梁付属 

施設設置工 
昭和鉄工㈱ 

３９ スマートセンサ型枠システム システム 
施工管理 

(コンクリート) 
児玉㈱ 他 

４０ KC スタンドフォーム 製品 コンクリート工 インフラテック㈱ 
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