
平成 2４年度 九州で登録した新技術（３６件） 

 

番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ テリオスコート美装防汚工法 工法 道路付属物のコンクリート面塗装工 ㈱日興 [東京] 

２ ECO-SAM（エコサム） システム 
安全運転の 

支援 
㈱トワード [佐賀] 

３ コラムリンク工法 工法 
深層混合 

処理工 

(独)土木研究所[茨城] 

他 

４ 水陸両用バックホウ 工法 浚渫工 
極東建設株㈱ 

[沖縄] 

５ モノベ式複合ろ過システム 
シス 

テム 
水質保全工 

㈱モノベエンジニア 

リング [千葉] 

６ 業務用蓄電池ちくぞうくん 製品 
仮設工 

(その他) 

㈱益城電池 

[熊本] 

７ クリーンミリュウ 材料 特殊舗装工 
㈱サン・スパイス 

[福岡] 

８ 破砕チップ付ポンプ 機械 ポンプ設備 ㈱ミゾタ [佐賀] 

９ 
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 
システム 

土工 

(施工管理) 
㈱コイシ [大分] 

１０ 
トンネル覆工表面の 

高速走行撮影システム 
システム 構造物調査 

西日本高速道路 

エンジニアリング九州㈱ 

[福岡] 

１１ 
生コン車温度抑制対策 

『ファームバリア』プラス 
製品 

コンクリート工 

(施工管理) 
㈱宮防 [福岡] 

１２ 
無線による建設機械等の 

安全停止装置 
機械 

機械設備 

（その他） 
㈱常盤建設[鹿児島] 

１３ YAMATO リサイクルシステム システム 堤防除草工 ㈱大和土木[福岡] 

１４ ビッグスケール 製品 擁壁工 
㈱ケイピーネット 

[福岡] 

１５ リピッカ 製品 道路付属物工 
日新興業㈱[宮崎] 

他 

１６ 連続スペーサー 製品 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打ちﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工 ㈱ヤマウ[福岡] 

１７ 
LED トンネル照明器具 

「天の川 トンネル灯」 
製品 電気設備 

㈱共立電商[宮崎] 

他 

１８ 強化かごマット 製品 
多自然型 

護岸工 

かごマット工法技術推進協会[東

京] 

１９ 
ブッシュチョッパー＆ 

アースシェーバー 
機械 

伐木除根工 

(河川維持) 

㈲冨ケ原組[鹿児島] 

他 

２０ 鋼管枠工 工法 
砂防工 

(その他) 
ＪＦＥ建材㈱[東京] 

２１ ＳＥリミッター 工法 
橋梁補修 

補強工 
㈱エスイー[東京] 

２２ Two-Wayライニング工法 工法 排水構造物工 ㈱環境施設[福岡] 

２３ 
省合金二相ステンレス鋼(NSSC2120・ASTM 

S32304) 
材料 水門設備 新日鐵住金ステンレス㈱[東京] 

２４ 
改良芝品種「エルトロ」･「ビクトール」を用い

たロール芝工法 
工法 法面工 

㈱ニチノー緑化[東京] 

他 

２５ ＪＳ工法 工法 コンクリート工 ㈲上成工業[福岡] 

２６ 
のリフレッシュ工法 
（既設モルタル補修型） 

工法 法面工 ライト工業㈱[東京] 

２７ スーパースリットナット（SSN） 製品 道路付属物工 ㈱ＮＫＥ[福岡] 

２８ コップルボックス 製品 沈床工 
共和コンクリート㈱ 

[北海道] 

２９ ブラケット ONE 製品 足場支保工 和新工業㈱[福岡] 

３０ 
先行掘削併用型排水パイプ打込み工法（先

掘り水抜き工法） 
工法 法面工 東邦地下工機㈱[福岡] 
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平成 2４年度 九州で登録した新技術（３６件） 

 

番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

３１ 
LED 道路照明器具 

「天の川 道路灯」 
製品 電気設備 

㈱共立電商[宮崎] 

他 

３２ スパイラル基礎工法 工法 
基礎工 

（その他） 
㈱GTスパイラル[熊本] 

３３ AF/SFNav システム 情報化施工 ㈱ソーキ[大阪] 

３４ オレンジパッチ 材料 路面補修工 山王㈱[熊本] 

３５ 
超軽量・移動型太陽光発電システムＦＫ

power（エフ・ケイ・パワー） 
製品 

仮設工 

（その他） 

門田建設㈱[長崎] 

他 

３６ 竹ソダロール 製品 山腹工 
㈱コーセキマテリアル 

[東京] 

 

http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120031&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120031&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120032&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120033&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120034&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120035&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120035&TabType=2&nt=nt
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Search/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-120036&TabType=2&nt=nt

