
平成 28 年度 九州で登録した新技術（55 件） 

番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ 電線共同溝用ステンレス製内蓋 製品 電気通信設備 
岸和田ステンレス㈱ 

[大阪] 他 

２ CP-SS工法 工法 橋梁補修補強工 ㈱長濱興業 [福岡] 

３ 生コン納入管理システム システム 施工管理（コンクリート工） 
㈱リバティ 

[兵庫・福岡] 

４ 
3D レーザースキャナを用いた 

変状・損傷計測システム 
システム 構造物調査 

阪神高速技術㈱ 

[大阪] 

５ 
トンネル発破音消音器

「ブラストサイレンサー」 
製品 

トンネル工

（その他）
㈱大林組 [東京] 

６ デザイン照明器具ＬＥＤランプ取替工法 製品 電気設備 上内電気㈱ [福岡] 

７ 搭乗式スクレーパ 機械 路面切削工 
範多機械㈱ 

[大阪・福岡] 

８ 
軽量盛土工法 

『エヌエスピーシーＷ工法』 
工法 軽量盛土工 

㈱三興商事 [宮崎] 

他 

９ タッチパネル式水量計 製品 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 岡三機工㈱ [大阪] 

10 プレキャストＬウイング 製品 ボックスカルバート工 
インフラテック㈱

[鹿児島]

11 天の川 LED光源ユニット 製品 電気設備 
㈱共立電照 [宮崎] 

他 

12 サムテック スーパーサビコン 材料 コンクリート工
㈱東亜オイル興業所 

[千葉] 

13 
スラグリード SR自己修復材

（素地調整低減型） 
材料 橋梁補修補強工 

ダイキ工業㈱ 

[福岡]他 

14 
電磁超音波による鋼製支柱の 

腐食等の検査システム 
システム 構造物調査 

新日本非破壊検査㈱ 

[福岡]他 

15 
アルミ合金製法面昇降階段

「クリフステアー」 
製品 仮設材設置撤去工 

アルインコ㈱

[東京・福岡]

16 工事用車両運行支援システム「VasMap」 システム 安全運転の支援 
㈱アカサカテック 

[神奈川] 

17 AK フレーム工法 工法 法面工 旭建設㈱[宮崎] 

18 音なし君 機械 
仮設工 

（その他） 

西部電気工業㈱ 

[福岡] 

19 モバイルスキャニングシステム システム 構造物調査 ㈱オービット[福岡] 

20 遮熱性れんが 製品 ブロック舗装 黒崎播磨㈱ [福岡] 

21 ESCONパネル 製品 法面工 ㈱エスイー [東京] 

22 高機能性リサイクル固化材 GAシリーズ 材料 安定処理工 
ﾀﾞｲｾｷ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱

[愛知]他 

23 スリムコン 製品 コンクリート工 ㈱片岡屋  [静岡] 

24 ガチン固 工法 特殊舗装工 
㈱オーエヌグループ 

[福岡] 

25 ピストン式油圧振動装置を装着したバケット 機械 土工 
ウエダ産業㈱[大阪]

他 

26 テンサ―基礎マットレス工法 工法 軟弱地盤処理工 
三井化学産資㈱ 

[東京] 

27 
コンクリート劣化抑制表面含浸工

ジルコンパーミエイト 
材料 橋梁補修補強工 

㈱フォーシェル 

[鹿児島] 他 

28 ゲート自動運転支援システム システム 水門設備 西田鉄工㈱ [熊本] 

29 粉塵防止剤ダストッパー 材料 防塵処理工 
㈱ｳｴｽｺｯﾄｳｴｽﾄ[東京] 

他 

30 
スーパーハイブリッド

(耐塩害性･高耐久性ｺﾝｸﾘｰﾄ混和材) 
材料 コンクリート工

㈱柏木興産 [福岡] 

他 
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31 
無線遠隔操縦等の小型船舶による高精度深浅

測量システム 
システム 測量 

㈱国際海洋開発 

[福岡] 他 

32 
ブリッジハンガー 

（移動式橋梁探査路） 
機械 仮設材設置撤去工 

エスイーリペア㈱

[福岡] 他

33 防鳥ネット 材料 橋梁補修補強工 ㈱大塚組  [宮崎] 

34 
リスレー「スリム型橋梁用

防護柵（高耐食性）」 
製品 橋梁付属施設設置工 ㈱興和工業所[愛知] 

35 ＲＢＰウォール工法 工法 法面工 
太洋基礎工業㈱ 

[愛知] 他 

36 ビーカム 製品 多自然型護岸工 水工技研㈱ [福岡] 

37 空洞計測グラウト注入装置 製品 

軟弱地盤上における 

柔構造 

樋門･樋管 

日新興業㈱ [宮崎] 

38 ティンバーパネル 工法 沈床工 
日田小径木企業組合 

[大分] 

39 
SK 及び SK-α環境対策型 

防錆防食コーティング材 
材料 道路付属物塗替工 

㈲セイケン九州 

[福岡] 

40 
貼ってはがせるクラックスケール 

「Hurry(ハリー)」 
製品 構造物調査 ㈱零 SPACE  [大分] 

41 レインボーミックＳＧ 材料 特殊舗装工 日本道路㈱ [東京] 

42 セーフティＥｙｅ システム 土工 親宏㈱  [熊本] 

43 エレクトロリムーバ 工法 橋梁補修補強工 
ビルドメンテック㈱ 

[福岡] 

44 ＧＳ石灰処理土 ＧＳソリッド 材料 安定処理工 
才田砕石工業㈱ 

[福岡] 

45 吊荷監視カメラ 製品 仮設材設置撤去工 
協立電子工業㈱ 

[大阪] 

46 ポールガード（防草マット） 製品 道路除草工 
西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ九

州㈱[福岡]他 

47 ｉ-Ｍａｒｉｎｅシステム システム 測量 
㈱国際海洋開発 

[福岡] 

48 
ＭａｘＢｏｘ-ＰＪ(マックス 

ボックス-ピージェイ)工法 
工法 ボックスカルバート工 ㈱ヤマックス[熊本] 

49 ＣＩ－ＣＭＣ－ＨＡ工法 工法 深層混合処理工 
㈱不動テトラ[東京] 

他 

50 連係サインマーカー 製品 道路付属物工 コックス㈱ [福岡]

51 コロコロチェッカー 機械 構造物調査 
西松建設㈱ [東京] 

他 

52 ＰＡＴＳ 製品 防護柵設置工 ㈱パスタ― [福岡] 

53 
亜鉛半溶鉱炉による低濃度 

ＰＣＢ・鉛含有塗膜などの処理 
工法 廃棄処理場 三池製錬㈱ [福岡] 

54 長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ 製品 
仮設工 

（その他） 
㈱ＳＴＡＳ [長崎] 

55 キャフロンネット 工法 防護柵設置工 
筑豊金網工業㈱ 

[福岡] 
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