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番号 技術名称 区分 
種別 

【Lvl.2】 

開発会社 

（申請者） 

１ 疲労強度改善型フェルール 製品 鋼橋製作工 
日本スタッドウェルディング㈱ 

[神奈川] 他 

２ テンサーFWM 工法 工法 擁壁工 三井化学産資㈱[東京] 

３ クサデナーズ 工法 道路除草工 ㈱アマケンテック[熊本] 

４ はつり棒 機械 橋梁補修補強工 
ビルドメンテック㈱ 

［福岡］他 

５ クマンツメ 機械 路面切削工 
㈱コマツレンタル宮崎 

［宮崎］ 他 

６ 
シールレスタイプの誘発目地材 

 （ID ジョイント S） 
材料 コンクリート工 ㈱イザキ[佐賀] 

７ 
防錆塗装 さびで錆を制す反応型塗料 パティー

ナロック 
材料 橋梁補修補強工 長瀬産業㈱[東京] 他 

８ 
保安用品等に用いるプリズム反射 

蓄光シート「アルファ・プリズム」 
製品 仮設材設置撤去工 

㈱グリーンクロス[福岡] 

他 

９ アンカーレス補修工法 工法 橋梁補修補強工 ㈱ＫＭＣ[兵庫] 他 

10 調査写真撮影用アプリ システム ＣＡＬＳ関連技術 ㈱零 SPACE[大分] 

11 Ａｓｎｙ工法 工法 軽量盛土工 
㈱AS 土木コンサルタント 

[熊本] 他 

12 
クレーンフック格納検知装置付き 

バックホウ 
機械 土工 ヤンマー建機㈱[福岡] 

13 タスカル N 中和濁水処理装置 機械 濁水処理工 ㈱ONO テック[福岡] 

14 スイングブラケット工法 工法 法面工 林建設㈱[鹿児島] 

15 
トンネル覆工点検システム 

（ｅＱドクターＴ） 
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] 他 

16 ＥＳＣＯＮ受圧板 製品 法面工 ㈱エスイー[東京] 

17 セル型グラベルマット 材料 袋詰玉石工 ナカダ産業㈱[静岡] 

18 ミラフィ PET 製品 軟弱地盤処理工 三井化学産資㈱[東京] 

19 
マンホール昇降用安全フェンス 

「アイボックス」 
製品 維持管理(上下水道工) ㈱アイビルド[福岡] 

20 SG めっき SP 材料 道路維持修繕工(その他) ㈱興和工業所[愛知] 

21 グランドエコロック-Z 工法 工法 特殊舗装工 
コウフ・フィールド㈱ 

[福岡] 他 

22 ノイズカットバルーン 製品 トンネル工(その他) ㈱竹中土木[東京] 

23 道路パトロール支援サービス システム 道路維持修繕工(その他) 
㈱富士通交通・道路 

データサービス[東京] 他 

24 橋梁点検支援ロボット システム 構造物調査 
ジビル調査設計㈱ 

[福井]  他 

25 FTB 擁壁用プレキャスト基礎版 製品 擁壁工 有徳コンクリート㈱[長崎] 

26 
スーパーロック EXα工法 

（硬質地盤型） 
工法 場所打ち杭工 中村基礎工業㈱[福岡] 

27 ＴＯＹＯユニット 工法 鉄筋工事 ㈱東陽総建[福岡] 

28 小口止太郎 製品 多自然型護岸工 ㈱ヤマウ[福岡] 他 

29 eQ ボンダー 製品 トンネル補修補強工 
西日本高速道路エンジニアリン

グ九州㈱[福岡] 他 

30 ロックシリーズ足場 製品 足場支保工 平和技研㈱[福岡] 
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31 テールアルメ FS 工法 擁壁工 
JFE 商事テールワン㈱ 

[東京] 

32 落石トメタロー 工法 法面工 東興ジオテック㈱[東京] 

33 スチールドレーン 製品 排水構造物工 エムシー産業㈱[佐賀] 

34 タフストップ 材料 橋梁補修補強工 三井化学産資㈱[東京] 

35 
モデルノスルー 

（異型フォーム対応） 
製品 コンクリート工 大同機材工業㈱[千葉] 

36 
ダブルチャンバー式加圧透水・透気試験機

「W.A.P.P」 
製品 構造物調査 ユニセンス㈱[東京] 他 

37 表層異常監視装置 システム 地質調査 ㈱アスロード[福岡] 

38 Fe 石灰改良基礎工法 材料 軟弱地盤処理工 ㈱エフイ石灰技術研究所[福岡] 

39 ベルト探傷制御装置 システム 機械点検・整備 
日建リース工業㈱[東京] 

他 

40 ボイスインフォメーション 製品 仮設材設置撤去工 ㈱ソーキ[東京] 

41 低騒音型除塵機 製品 ポンプ設備 ㈱ミゾタ[佐賀] 

42 ＡＲハンマ工法 工法 場所打ち杭工 大智㈱[熊本] 

43 ホール・ナビ システム 軟弱地盤処理工 太平商工㈱[佐賀] 

44 
防護柵用 高耐久性アンカーボルト 

「Ａ．Ｔ．Ｃ」 
製品 橋梁付属施設設置工 昭和鉄工㈱[福岡] 

45 マンホール換気「ＳＳブロア」 製品 維持管理(上下水道工) ㈱アイビルド[福岡] 他 

46 高強度スタッドボルト 材料 橋梁補修補強工 
日本ファブテック㈱ 

[茨城]他 

47 スタッド上向き溶接システム システム 橋梁補修補強工 
ダイヘンスタッド㈱ 

[兵庫]他 
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