
平成 27 年度 九州で登録した新技術（45 件） 
平成 28年 3月末現在 

番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ NC ショット 材料 
橋梁補修 

補強工 
二瀬窯業㈱［福岡］ 

２ 可動ライナー式ポンプ 機械 ポンプ設備 ㈱ミゾタ［佐賀］ 

３ デイサット工法 材料 残土処理工 
㈱ワールド・リンク 

［福岡］ 他 

４ 作業者接近検知システム システム その他 吉川工業㈱［福岡］ 

５ ノン・スキャフォールディング工法（NSC） 工法 構造物調査 
㈲ケンテックシステムズ［埼

玉］ 

６ EL 標示板 製品 
仮設工 

(その他) 

㈱E-パートナーズ 

     ［福岡］ 

７ セーフティハンガーメッシュ 製品 
防護柵 

設置工 

JFE 建材フェンス㈱ 

［東京］ 他 

８ スプリングビット工法 工法 コンクリート工 
田中ダイヤ工業㈱ 

     ［千葉］ 

９ 
MaxBox+ 

(マックスボックスプラス)工法 
工法 ボックスカルバート工 

㈱ヤマックス[熊本] 

他 

10 
さび面浸透性素地調整塗料 

「ラストボンド SG」 
材料 

橋梁補修 

補強工 

ジャパンカーボライン㈱[東

京都] 

11 TC ユニット方式電気防食工法 工法 
橋梁補修 

補強工 

㈱ナカボーテック 

[東京都] 他 

12 グーリッド 製品 排水構造物工 
インフラテック㈱ 

[鹿児島] 

13 マキセル多段積み工法 工法 かご工 三井化学産資㈱[東京] 

14 バイオモニタリングキャップ 製品 
施工管理 

(橋梁上部) 

㈱創和技研[福岡] 

他 

15 エポキンスタッド工法 工法 コンクリート工 
ダイヘンスタッド㈱ 

[兵庫] 

16 フリードリッパー工法 工法 
橋梁補修 

補強工 

㈱コマツレンタル宮崎 

[宮崎] 

17 
 コンクリート構造物の断面修復材料「ゴムラ

テシリーズ」 
材料 

橋梁補修 

補強工 

太平洋マテリアル㈱ 

[東京] 

18 
APJ-150 ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰを使用した橋梁用埋設型伸縮

装置（MM-JOINT DS 型） 
製品 橋梁用伸縮継手装置設置工 山王㈱[熊本] 

19 けい酸塩系コンクリート含浸材「SUPER SHIELD」 材料 
橋梁補修 

補強工 

㈱スーパーシールド 

[鹿児島] 

20  モーション ECO ライト 製品 
仮設工 

(その他) 

㈱キャットアイ 

[大阪] 

21 自然災害防災システム ZEROSAI システム 分析・予測システム シスメット㈱[福岡] 

22 ウォーターイレーサ 機械 区画線工 範多機械㈱[大阪] 

23 鉄筋連結組立工法 工法 鉄筋工 ㈲草垣工業[福岡] 

24 ヒノダクタイルジョイントα 製品 橋梁用伸縮継手装置設置工 
日之出水道機器㈱ 

[福岡] 

25 工事管理システム「MIYAシステム」 システム 
CALS関連 

(その他) 
ミヤシステム㈱[大分] 

26 レキファルトスーパー 材料 アスファルト舗装工 ニチレキ㈱[東京] 

27 
緊急閉鎖パワーアシストシステム（サットクロ

ーズ E 型） 
機械 水門設備 豊国工業㈱[広島] 

28 PC 横帯工ブロック「横づな」 製品 多自然型護岸工 
㈱ネオコンクリート 

[福岡] 他 

29 透気試験機「パーマトール」 製品 構造物調査 
エフティーエス㈱ 

[東京] 

30 G キャップ（注入口付） 製品 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 ㈱片岡屋[静岡] 
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31 IT 地表傾斜計測システム システム 地質調査 
曙ブレーキ㈱［埼玉］ 

他  

32 
循環式 

ハイブリッドブラストシステム 
工法 

橋梁補修 

補強工 

㈱ｲｲﾔﾏﾄｰﾀﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ 

ｻﾎﾟｰﾄ［愛知］ 

33 TPX マイクロフィルム 材料 道路付属物のコンクリート面塗装工 
㈱鯤コーポレーション 

［佐賀］ 

34 水噴出型工事車両タイヤ洗浄機 機械 防塵処理工 日本公営㈱［大阪］ 

35 雑草アタック S土系舗装材 材料 特殊舗装工 日本乾溜工業㈱［福岡］ 

36 
鉄筋コンクリート対応型 

空洞調査用 GPRシステム 
システム 地質調査  川崎地質㈱ ［東京］ 

37 マルチ充電型バッテリー式投光機 機械 
仮設工 

(その他) 
㈱イーテック ［宮崎］ 

38 
IC タグを用いた 

地下空間管理システム 
システム 通信設備 

 ㈱近代設計 ［東京］ 

他 

39 
グリッドメタルを用いた 

RC 部材の補強工法 
工法 橋梁補修補強工 

JFE シビル㈱ ［東京］ 

他 

40 排水型歩車道境界ブロック 製品 排水構造物工 
 中里産業㈱ ［福岡］ 

他 

41 航空機レーザ計測システム システム 測量 アジア航測㈱ ［東京］ 

42 スマート LED道路照明 μSLIM 製品 電気設備 
㈱MARUWA SHOMEI 

       ［東京］ 

43 長寿命補強土 植生型 工法 法面工 
長寿補強土㈱［鹿児島］ 

他 

44 エコストライプ工法 工法 法面工 
東興ジオテック㈱ 

[東京] 

45 SS ホールシステム 工法 
上下水道工 

（維持管理） 
㈱アイビルド [福岡] 
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