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A 設計・施工建設・土木・防災・BCP、物流に活かすDX,AI、IoT技術
A01 ライト工業㈱ 九州統括支店
  
A02 セフテック㈱
A03 ガラス発泡資材事業協同組合
A04 ビジオテックス㈱
A05 エポコラム協会 九州支部
A06 ㈱キッズウェイ
A07 CLIMAX/㈱ベルポート宇土
A08 シマウチエンジニアリング㈱ （旧社名：㈱島内エンジニア）
A09 エコモット㈱
A10 ㈱Liberaware
A11 ㈱オービックビジネスコンサルタント
P
A12 ㈱CADネットワークサービス
A13 ㈱レンタルのニッケン 九州営業部
A14 ㈱ダイワテック
A15 川田テクノシステム㈱
P
A16 ㈱ワイビーエム
A17 ㈱関電工
A18 ㈱加藤建設
A19 大成建設㈱ 九州支店
A20 鹿島建設㈱ 九州支店
A21 ㈱快適空間FC
A22 日本興業㈱
A23 コングレ/Japan Drone 運営事務局
A24 ㈱アイ・エス・ピー
S05 ㈱トプコンソキアポジショニングジャパン
B 設計・施工
B01 ジオスター㈱
B02 日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱
B03 日鉄エンジニアリング㈱
B04 日鉄ステンレス㈱
B05 日本製鉄㈱
B06 ㈱ガイアート 九州支店
B07 ㈱ヤマックス
B08 (一社)コンクリートメンテナンス協会
B09 共和コンクリート工業㈱
B10 景観壁体研究会
P
B11 ㈱新井組
B12 東亜道路工業㈱ 九州支社
P
B13 トミナガコーポレーション㈱
B14 ＲＢＰウォール工法協会
P
B15 太洋基礎工業㈱
P
B16 協同組合Masters GEOTETS工法研究会 P
B17 ㈱クリエイター
P
B18 （一財）建設物価調査会
S04 ユニック九州販売㈱
C 維持管理・予防保全・環境（リサイクル）
C01 旭化成エヌエスエネルギー㈱/旭化成アドバンス㈱
C02 パルテム技術協会 九州支部
C03 山王㈱
C04 （一社）コンクリートひび割れ補修・圧力調整注入工法協会
C05 (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会 P
C06 レストム工法研究会 西日本支部
C07 国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱
P
C08 日之出水道機器㈱
C09 クリスタルライニング工法協会
C10 ㈱エスイー 九州支店

C11 日本躯体処理㈱
C12 ラバファルト㈱
C13 ㈱バンブー苑
C14 ㈱環境新聞社
C15 ㈱太平洋コンサルタント
C16 日本ＳＰＲ工法協会 九州支部 熊本分会
C17 ＳＴＫネット工法研究会
C18 （一社）ＩＰＨ工法協会
S02 管清工業㈱ 熊本営業所
D 防災・災害対応・安全対策
D01 日鉄建材㈱
D02 昭和コンクリート工業㈱
D03 ㈱ウッドプラスチックテクノロジー
D04 フリー工業㈱
D05 東亜グラウト工業㈱

S1

D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12

㈱エムオーテック 福岡支店
不二高圧コンクリート㈱
タキゲン製造㈱
城東リプロン㈱
日野興業㈱
旭化成アドバンス㈱

建材本部

環境資材事業部

フィット筋工法技術研究会

グランメッセ熊本

D13
㈱ワン・ステップ
S09

管理事務所

トラン

レーター

Fへ

メイン
エントランス

S8

S3

S6

S9

S5

S2

S1

S7

S4

S10

P ＝ 出展者による製品・技術
  プレゼンテーション
＝ 学生ウェルカモンブース

P

D16 ハイパープレメッシュ協会
D17 レジェンドパイプ工法協会
P
D18 西日本技術開発㈱
D19 高知トップ教材/（公財）高知県産業振興センター
D19 ㈱海昌/（公財）高知県産業振興センター
D19 三昭紙業㈱/（公財）高知県産業振興センター
D19 ㈱オサシ・テクノス/(公財)高知県産業振興センター
D21 PAN WALL工法協会
D22 旭イノベックス㈱ 九州営業所
D23 東京インキ㈱
D24 Geo BANK工法研究会
D25 ＪＦＥ建材㈱
P
D26 中大実業㈱
D27 ㈱スティ－ルド
P
D28 ㈱仙台銘板
D29 ㈱熊本ヤマウ
D30 ㈱シーテック
D31 三菱電機㈱
D32 東興ジオテック㈱ 九州支店
D33 アストロデザイン㈱
D34 ㈱プロテックエンジニアリング
P
D35 中央開発㈱
P
D36 ㈱ホーシン
D37 ㈱ミズノマリン
D38 南国殖産㈱
D39 パナソニック㈱エレクトリックワークス社
D40 開成工業㈱/ＴＯＡ㈱
P
D41 (一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部
D42 （一財）熊本県ドローン技術振興協会
D43 （特非）九州コンクリート製品協会
D44 (公財)阿蘇火山博物館
E 地震・地盤対策
E02 高原木材㈱
E03 オイレス工業㈱
E04 下水道既設管路耐震技術協会 九州・沖縄支部
F 防災関連衣料・食料・住宅及び感染症対策
F01 ㈱カナサシテクノサービス
F02 ミズノ㈱
F03 日本ハム㈱
F04 マルキ㈱
G 自然災害対策・避難・救助対策
G01 ㈱天神製作所
G02 浅香工業㈱
G03 コンビウィズ㈱
G04 藤井電工(株)
G05 ㈱ＫＭＴｅｃ
G06 シーキューブ㈱
P
G07 天草池田電機㈱
G08 SEAWALL推進協議会
P
G09 ㈱エス・アイ・シー
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G10 ㈱オガタ装建
G11 （公社）日本技術士会 九州本部
G12 ㈱尼崎薬品
S03 島田商事㈱
S08 ㈱肥後銀行
S10 認定NPO法人九州災害救助犬協会
H ＢＣＰ・
Ｉ
Ｔ-ＢＣＰ
H01 ㈱アトラクター
H02 ㈱フェローワールド
H03 東西商事㈱
H04 あいおいニッセイ同和損害保険㈱
H05 東京海上日動火災保険㈱
S06 ㈱ホワイトトップ
I 研究・技術シーズ
（学術機関・公設研究所等）
I01 (一社)日本応用地質学会 九州支部
I02
I03
I05
I06
I07
I08

熊本サイエンスコンソーシアム
（事務局：熊本県立第二高等学校）
熊本県立南稜高等学校
熊本県立大学
熊本高等専門学校

八代キャンパス

崇城大学
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター
減災型社会システム部門

I09 熊本県工業高等学校長会
J 国・自治体
J02 はあもにい管理運営共同企業体
J03
熊本市
S07
J04
J05
J06
J07
J08
J08
J09
J10
J11

熊本県
益城町
農林水産省

九州農政局

国土交通省

九州地方整備局

経済産業省

九州経済産業局

経済産業省

九州産業保安監督部

自衛隊熊本地方協力本部
日本赤十字社

熊本県支部

熊本地方気象台

人流・物流 生産性向上フェア in 熊本
K01

（一社）持続可能なモノづくり・人づくり
支援協会（略称ESD21）

K02 ㈲ナテックエンジニアリング
K03

日本マテリアル・ハンドリング協会/
(公社)日本包装技術協会

K04 ㈱タカハタ電子
K05 金剛㈱
K06 （公社）全国通運連盟/JR貨物
K07 九州旅客鉄道㈱ 熊本支社
K08 トヨタＬ＆Ｆ熊本㈱
S01 エイハン・ジャパン㈱
L01 天草エアライン㈱
L04 肥薩おれんじ鉄道㈱
L05 くま川鉄道㈱
L06 人吉球磨地域観光推進協議会
L07 (一社)人吉温泉観光協会
L08 ひごラボ（JICA九州×熊本県球磨地域振興局）
L09 ㈲林酒造場
L10 熊本国際空港㈱

開催概要

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
企画展
■開催期間

人流・物流 生産性向上フェアin熊本
2022年11月

9日（水）10:00～17:00
10日（木）10:00～16:00

■会

場

グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町福富1010／TEL：096-286-8000）

■主

催

先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2022開催委員会
【構成：熊本県・熊本市・一般社団法人地域産業活性協会】

■共

催

グランメッセ熊本（指定管理者

熊本産業文化振興株式会社）

■後

援

国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、福岡
県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県市長会、熊本県町村会、日本赤
十字社熊本県支部、熊本大学、
（一社）九州経済連合会、
（一社）日本建設業連合会九州支
部、
（一社）日本道路建設業協会九州支部、九州建設業協会、
（一社）プレストレスト・コン
クリート建設業協会九州支部、
（一社）日本橋梁建設協会九州事務所、
（一社）全国特定法
面保護協会九州地方支部、
（一社）九州建設技術管理協会、
（一社）九州地方計画協会、
（一
社）九州地域づくり協会、
（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部、
（一社）日本埋立浚渫
協会九州支部、
（一社）日本建設機械施工協会九州支部、
（一社）日本免震構造協会、
（一
社）全国測量設計業協会連合会九州地区協議会、
（特非）九州コンクリート製品協会、
（一
社）熊本県建設業協会、全国消防長会、
（公社）全国防災協会、
（公財）日本消防協会、
（一
社）日本消防ポンプ協会、
（公社）土木学会西部支部、
（公社）地盤工学会九州支部、
（一社）
日本建築学会九州支部、
（公社）日本技術士会九州本部、
（一社）斜面防災対策技術協会九
州支部、
（公社）日本コンクリート工学会九州支部、
（一社）九州橋梁・構造工学研究会、
（公
社）日本地理学会、
（公社）日本地震学会、
（公社）日本地震工学会、
（公社）日本地すべり
学会九州支部、日本自然災害学会、
（一社）日本応用地質学会九州支部、
（公社）日本気象
学会九州支部、
（一社）地盤品質判定士会、
（公社）熊本県トラック協会、熊本日日新聞社、
NHK 熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、
（株）九建日
報社、
（一財）建設物価調査会九州支部、
（一社）大学コンソーシアム熊本、
（株）肥後銀行、
（公社）日本包装技術協会西日本支部、日本マテリアル・ハンドリング協会、
（一社）レジリ
エンスジャパン推進協議会 （順不同）

■出展規模

176社・団体

■入 場 料

無料（登録制）

322小間
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主催者あいさつ

「先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2022」開催委員会

委員長（熊本県知事）蒲

島 郁 夫

「先進建設・防災・減災技術フェアｉｎ熊本２０２２」の開催に当たって
本県では、近年、大きな災害が続き、現在も令和２年７月豪雨で被災した球磨川流域の命
と環境を守る「緑の流域治水」の推進とともに、熊本地震からの創造的復興の総仕上げに向
け、全力で取り組んでいます。全国の皆様方から、心温まるご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
今年も全国で大雨災害が頻発するなど自然災害の猛威にさらされました。災害への備えの
大切さと対応力を高めることへの重要性を再認識しております。
本県は、熊本地震や豪雨災害という大規模災害を経験した教訓を生かし、熊本地震震災
ミュージアムといった取組みに加え、災害対応のノウハウを積極的に発信し、九州を支える
広域防災拠点として、拠点機能の強化にも取り組み、「災害に対する安全保障」を担ってい
きたいと思っています。
そのような中、自然災害からの復旧・復興と豊かで安心・安全な社会基盤構築の実現およ
び幅広い産業分野における防災・減災・BCPの構築と災害発生時の広域連携の推進を図るこ
とを目的に、「先進建設・防災・減災技術フェアｉｎ熊本２０２２」を開催いたします。
先進建設技術分野では、
「設計・施工」など５つの分野において災害からの復旧・復興が
進む施工現場に活かす建設技術・サービスなどを展示・紹介します。また、防災・減災・
BCP分野では、地域防災力の向上と幅広い分野のBCPに寄与する製品・サービス・技術など
を展示紹介いたします。更に、併催行事として、防災・減災をテーマとした様々な講演会や
企業のBCP関連セミナーなどを多数準備しております。昨今の異常気象の中、災害の発生は
避けられませんが、一方で、技術と備えで少しでも被害の軽少化が図られるよう、ご聴講い
ただきたいと存じます。
本フェアの開催に当たり、多大なご協力をいただきました出展者の皆様をはじめ、ご支援、
ご協力を賜りました関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。このフェアを通じて建設技術
の開発と先進技術導入の促進及び防災対策の推進が図られますことを祈念いたします。


令和４年（2022年）11月9日
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主催者あいさつ

「先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2022」開催委員会

副委員長（熊本市長職務代理者

熊本市副市長）深

水政彦

「先進建設・防災・減災技術フェア in熊本２０２２」の開催にあたり、一言ご挨拶申し上
げます。
熊本地震の発災から６年半が経過し、本市では、これまで、被災した方々の生活再建を最
優先に、復旧・復興の加速化と未来への礎づくりに全力で取り組んでまいりました。その結
果、最大で約１万２千世帯に及んだ仮設住宅等の入居者全ての方が住まいの再建を果たされ
るとともに、被災したインフラも１００％復旧するなど、地震からの復旧・復興は着実に進
んでおります。ここに改めまして国内外の多くの皆様からいただきましたあたたかいご支援
に対し、厚く御礼申し上げます。
近年、令和２年７月豪雨をはじめとする度重なる豪雨災害や、令和３年７月の熱海市にお
ける土石流災害など、日本各地で河川氾濫や土砂災害等の被害が頻繁に発生しており、全国
的に想定外の事態に備えた災害対応力の向上が喫緊の課題となっております。
本市では、熊本地震での貴重な経験と教訓を踏まえ、防災に関する基本的な考え方や各主
体の役割を明らかにし、地域防災力のさらなる強化につなげること等を目的とした「熊本市
防災基本条例」を本年１０月１日に施行し、誰もが安心して暮らすことができる真に災害に
強いまちの実現をめざしているところです。
このような中、当フェアでは、激甚化・頻発化する自然災害に対応した強靭な社会インフ
ラ整備と広域連携を図ることを目的に、自然災害対策に活かす製品やサービスなどの展示・
紹介に加え、防災・減災に関する最新の技術講演会、セミナーなどを多数開講することとし
ております。
ご来場、ご出展の皆様におかれましては、この機会を最大限に活用され、防災・減災の取
組をさらに推進する契機としていただければ幸いです。
結びに、当フェアを開催するにあたり、格別のご支援とご協力を賜りました関係者の皆様
方に心から感謝申し上げますとともに、当フェアが、災害に強いまちづくりの推進に繋がる
ことを心より祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。


令和４年（2022年）11月9日
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九州地方整備局における
インフラDXの取り組み
国土交通省

九州地方整備局

建設情報・施工高度化技術調整官

岩﨑

征弘

1. はじめに
近 年、データとデジタル技 術を活用して国民のニーズを基に社 会 資本や公共サービスを変 革するインフラ
分野のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が注目されています。
九州地 方 整 備局においてもインフラ分 野のＤＸを推 進する体 制強化を図るため、令 和３年４月１日に企画
部長をセンター長とした、九州インフラＤＸ推 進センターを発 足しました。
図-1

九州インフラＤＸ推進センター（インフラDX推進室）の体制

企画部長

センター長

企画調整官

副センター長

技 術開発調整官

副センター長

インフラDX推進室
（新設） 4名体制
副センター長

建設情報・施工高度化技術調整官
（インフラDX推進室長）

・インフラDXに係る企画立案
・インフラDXに係る横断的事務の調整
・本局DXラボの運営

九州技 術事務所長

建 設 専門官
課 長 補佐
係長

副センター長

・インフラDX人材育成センターの運営

九州地方整備局インフラDX推進センターでは、VR、３Dデータ（点群モデル）、クラウド、メタバース等の技術
開発や社会実装に向けた取り組みを行うとともに、これらの技術を用いた新しい研修コンテンツの作成・実施を
行っています。
今回は、ドローンによる360°映像を用いたスカイバーチャルツアー、i-Phoneやクラウドを用いた新たな
測量技術、地元合意形成におけるインフラ分野のメタバースの活用について紹介します。

2. スカイバーチャルツアー
空中からの360°映像を用いたバーチャルツアーを九州地方整備局ではスカイバーチャルツアーと定義し、
河川、道路、公園等様々な分野で活用しています。

(1) スカイバーチャルツアーの特徴
360°映像は、上空の自由な位置から任意の方向の映像やズームすることで詳細な状況が確認でき、また、動
画・静止画像・3Dモデル等を束ねインターネットで共有できる等多くの利点があります。さらにPCだけではな
く、タブレットやスマートフォンのブラウザで使用可能で、ソフトウエアのインストールや更新、データのダウン
ロードを必要としません。今回は、福岡県と大分県の県境を流れる山国川上空を調査したデータを用いて、整理、
保存し、インターネットで共有しました。
（図-２）
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図-2

スカイバーチャルツアー(山国川の平成大堰)

(2) 空中からの360°映像作成
空中からの360°映像はドローンを用い作成しました。ドローンは市販の入手しやすい機体を用い、空中の１点
から撮影方向をずらしながら25枚の写真を撮影し、１枚の写真に合成しました。1枚あたりの作成時間は1分程
度と効率良く作成できます。
（写真-１）
写真-１

空中からの360°映像作成例

隙間なく全方位を撮影

合成して360°全方位が写った
1枚の写真を作成

(3) スカイバーチャルツアーの作成
作成に関して一番の特徴はこれらの撮影・編集の作業をコンサルタント等に委託しなくても職員で行うことが出
来ることです。職員による対応が可能となることで災害時など緊急時の迅速な対応の他、定期的なデータ更新も容
易となることで、経年的な河川の変化を保存していくことが可能となります。
製作に要した時間としては、約２kmの延長で職員３名体制での調査半日、編集を１名で半日と概ね１日で撮影か
ら編集までの作業が出来ます。
また、製作したスカイバーチャルツアーをホームページに掲載することで誰でもどこからでも閲覧が可能となり、
現場確認や災害時の被災前後の検証にも役立つことが期待されます。

3. i-Phoneやクラウドを用いた新たな測量技術
市販されているi-Phoneに搭載されているLiDARセンサーにより約６ｍ×６ｍの約40m²の法面の3次元計測
の作業に要する時間はわずか５分程度です。また計測したデータをクラウドへアップロードすることで、インター
ネットのブラウザでＰＣやスマートフォンから閲覧でき、距離の計測や断面図の作成も瞬時に可能です。
九州地方整備局では、この技術を学ぶ「だれでも簡単に３D計測ができる研修」を令和３年１１月１１日に実施しま
した。研修には職員のほか、福岡県などの５つの自治体及び九州大学が参加しました。
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受講生からは「簡単に高精度の計測ができる」
「職場に是非配備してほしい」等の意見がありました。研修に参加
した九州大学の助教からも「非常に簡易で業務の効率化が図られ、しかも安価である。これは新しい価値を生み出
す技術である」とコメントされました。
写真-２

iPhoneによる３D計測
動画を撮影するように対象物を計測できる

図-3

iPhoneによる３D計測結果

4. インフラ分野のメタバース活用
住民との合意形成はインフラ整備の重要な要素であり、近年、測量、設計や施工のデジタル化が進んでいる中、
合意形成ではパースや模型がいまだに用いられています。
一方、メタバースとよばれる「仮想世界」を構築し、様々な活動を行う技術が発達し、多くの企業等がメタバース分
野に注目しています。
そこで九州地方整備局では、国立研究開発法人土木研究所と連携して住民との合意形成にメタバースを用いる
手法を開発しました。測量・設計がデジタル化したため、比較的簡単にメタバースを作ることが可能となりました。九
州地方整備局ではメタバースを効率よく作成する手法を開発し、令和3年12月に山国川かわまちづくり（福岡県吉
富町）において、全国で初めて合意形成に用いました。インフラ整備前に「整備後の（３次元の仮想）世界を体験」
できる本技術への関心は非常に高く、マスメディアにも取り上げられました。
写真-3 仮想世界（メタバース）で整備後の世界を体験する住民

図-4

作成したメタバース（仮想世界）

九州地方整備局では、
本技術の普及促進のため、
メタバース作成のマニュアル、
必要となるプラグインソフト、
３Dモ
デル等のテンプレートファイル、
作成の動画等をホームページで公開しています。
このメタバースを作成するゲームエ
ンジン
（Unreal Engine）
はこのように非営利目的での用途では無料で使用することが可能で、
また、
公開した資料を
用いることで効率よくメタバースを作成し、
活用することが可能となっています。

5. おわりに
九州地方整備局では、
デジタル技術を積極的に取り入れ、
高度で効率的な調査手法等を開発しました。
施設の管理に
とどまらず、
災害時の調査においてもデジタル化していき、
災害調査、
災害復旧工事の設計や施工に活用が可能となっ
ていけば、
復旧完了までの全工程においても効率化が期待できます。
事業の合意形成の分野においては、
メタバースを用いる手法を開発し、
住民との合意やデジタル化によるインフラ整
備の効率化に取り組んでいます。
今後はさらなる技術開発を行うとともに技術の普及促進を図り、インフラ整備の高度・効率化等に役立てたいと
考えております。
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1

2

⑨●
●
㊌

講演会のご案内

10：15～11：15

8

セミナー会場１

自衛隊災害派遣の実情について

国土交通省 九州地方整備局 企画部建設情
報・施工高度化技術調整官

自衛隊熊本地方協力本部 本部長

10：20～11：20

熊本大学大学院

岩﨑 征弘氏

9

セミナー会場2

先端科学研究部

准教授

10：30～12：30

産業部中小企業課

セミナー会場3

10

11：30～12：30

相馬 克彦氏

11

渡辺 資文氏

5

観測予報管理官

11：40～12：40

12

薗田 恭久氏

6

12：50～13：50

7

13：00〜14：00

永田 和也氏

DXと自動車産業〜企業競争優位への
TPS/LX（Lean Transformation）
とDXのすすめ〜

15：30～16：45

黒岩 惠氏
セミナー会場1

「調査概要」

セミナー会場2

日本工営㈱中央研究所
副センター長

試験・実験センター

佐藤 誠一氏

「自治体技術職員の応急対応」

鳥井 真之氏

山本 一敏氏

テクニカルリンク㈱

セミナー会場１

「建設会社の応急対応」
㈱奥村組 東日本支社
技術担当部長

土木技術部

柳原 純夫氏

「地域建設業の被災状況と対応力」

田中 啓文氏
セミナー会場２

日本大学
教授

過去の事例から学ぶBCPと
そのポイント
MS＆ADインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ マネージャー
上席コンサルタント

セミナー会場１

協力：土木学会地震工学委員会

デジタル化の本質とは何かから考える
防災・減災技術に必要な意識改革～
事例：ため池施設への防災ICT技術の導入～
日本技術士会 九州本部 熊本県支部 役員
㈱有明測量開発社コンサルタント
事業本部技術二部 1G 課長

14：30～15：30

2016年熊本地震における
自治体・地域建設業の応急対応の課題と教訓

セミナー会場１

熊本地震の痕跡から私たちが学ぶこと
熊本大学
くまもと水循環・減災研究教育センター
特任准教授

島谷 幸宏氏

一般社団法人持続可能モノづくり・
人づくり支援（ESD21） 代表理事

豪雨と線状降水帯とその予測
熊本気象台

セミナー会場2

熊本県立大学 特別教授

事業継続力強化計画策定の基礎とポイント
独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部
中小企業アドバイザー

14：20～15：20

馬場 貞仁氏

流域治水概論 「流域治水を核とした復興を
起点とする持続社会」 地域共創拠点について

復旧のための補助金申請支援の経験からお伝えする、
被災前後に準備しておくべきこと
熊本県よろず支援拠点
コーディネーター

セミナー会場１

トヨタ自動車九州エグゼクティブ
アドバイザー（元代表取締役副社長）

皆川 朋子氏

中小企業を巡る災害・経営リスクの
実情と政府の対策
九州経済産業局
統括係長

14：10～15：10

𣘺本 賦氏

トヨタ自動車九州の取り組みと
地域との協働協創

BCP・事業継続力強化セミナーin熊本

4

セミナー会場3

九州地方整備局のインフラDX推進
の取り組み

球磨川流域における緑の流域治水・豊か
な地域の実現にむけて

3

13：10～14：10

理工学部

まちづくり工学科

仲村 成貴氏

「改善への提案」

岡原 行利氏

土木学会地震工学委員会

※セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。
※聴講整理券をお持ちでない方も、お席に余裕がありましたらご聴講いただけます。講演会受付にお越しください。
※受付は15分前から開始します。
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顧問

後藤 洋三氏

15

⑩●
●
㊍

講演会のご案内

10：15～11：15

20

セミナー会場１

九州地方整備局の防災対応と
DXの取り組みについて
九州地方整備局

16

総括防災調整官

10：20～11：20

17

文化市民局

セミナー会場2

10：30～11：30

21

岩佐 康広氏

22

農地・農業用施設と流域治水
〜農地・農業用施設を活用した流域治水の取組と効果について〜

19

セミナー会場2

（一社）日本トイレ協会
災害・仮設トイレ研究会所属

熊本 好美氏

德田 祐二氏

13：00～14：00

23

セミナー会場2

危機管理防災総室

技術参事

14：30～15：30

セミナー会場3

熊本地震の経験を活かした
災害対策の取組について

要配慮者利用施設の避難計画作成支援の取組み
〜令和2年7月 豪雨を受けて〜
熊本市

14：20～15：20

三家本 勝志氏

災害時のトイレが変わる！
最新の調査からわかる5つのこと

セミナー会場1

九州農政局 農村振興部
洪水調整機能強化対策官

セミナー会場１

熊本県知事公室危機管理防災課
危機管理防災企画監

松本 孝之氏

11：30～12：30

14：10～15：10

熊本県の災害対応について

セミナー会場3

九州経済産業局
情報政策課 課長

DX化に合った開発方法として注目
されている内製型伴走型イノベーション

㈲ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所
當仲 寛哲氏
（USP研究所） 代表取締役

シリコンアイランド九州の更なる発展に向けて
〜2030年の日本社会を支える九州であるために〜
経済産業省
地域経済部

18

熊本城総合事務所

セミナー会場3

〜データードリブン経営・事業変革を支援する最先端
のローコードアジャイル開発手法 「ユニケージ」 の
アーキテクチャーと製造業の成功事例〜

亀園 隆氏

熊本城
〜熊本地震からの復旧への道のり
熊本市
副所長

13：10～14：10

熊本市上下水道局 企画整備部
計画調整課 水道計画班 主査

羽廣 正樹氏

古賀 喬氏

※セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。
※聴講整理券をお持ちでない方も、お席に余裕がありましたらご聴講いただけます。講演会受付にお越しください。
※受付は15分前から開始します。

⑨●
●
㊌●
⑩●
㊍ 企画展示・併催行事のご案内

※車両・装備品の展示については、変更、中止する場合がございます。

燃料電池車両FCV
「シンプルAGVキーカート」

自衛隊の特殊車両・災害
救助装備品など

国土交通省九州地方整備局
J7

協力 : 熊本県 J4

電気自動車と電気バス

●九州地方整備局の
災害対応についての
パネル展示、インフラ
DXのとり組み展示紹介

●益城町現地案内
9日 午後1回・10日 午前1
回、午後1回を予定。益城
町ブース（J5）にて受付を
行います。

協力：トヨタL&F熊本㈱ K8

移動ATM
【ハモニカー】
※展示は9日のみとなります

協力 : 陸上自衛隊 J9

特殊医療救護車両

協力 : 肥後銀行 S8
協力 : 熊本市 J3・S7

協力 : 日本赤十字社熊本県支部 J10
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学生ウェルカモン
ブースの設置
学生の皆さんの疑問・質問に
現役技術者・専門家がお答え
します。
お気軽にお立ち寄りください。

⑨●
●
㊌ 出展者による製品・技術プレゼンテーション

※プレゼンテーションは、会場へ直接お越し下さい。受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。

A DX 設計・施工建設・土木、防災・BCP、物流に活かすDX、AI、IoT技術
時間

B

設計・施工

C

維持管理・予防保全・環境（リサイクル）

テーマ

A1

10:30～

A2

11:00～

B3

11:30～

B4

13:00～

B5

13:30～

B6

14:00～

B7

14:30～

C8

15:00～

C9

15:30～

C10

16:00～

企業・団体名

災害時の情報共有と災害復旧支援DXの実現に向けて
基幹業務のDX化
ジャストイン大容量水中ポンプ及び組立式水路について
土留め杭や既成杭を安心して引抜くことを可能にしたオンリーワン工法。GEOTETS(ジオテツ)工法
急勾配法面の安定性を高める「RBPウォール工法」
CCC工法（硬質地盤・地中連続壁の構築）
樹脂防水一体型アスファルト舗装（タフシャット RA工法）
豊かな日本のために橋を守り続ける
維持管理性・長期定着特性を高度化させたグラウンドアンカー工法
集水井工点検におけるDX～安全に三次元データを取得する～

川田テクノシステム㈱
㈱オービックビジネスコンサルタント
㈱クリエイター
(協組)Masters

GEOTETS工法研究会

RBPウォール工法協会
太洋基礎工業㈱
東亜道路工業㈱

九州支社

(一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会
サンスイ・ナビコ㈱
国土防災技術㈱

⑩●
●
㊍ 出展者による製品・技術プレゼンテーション

※プレゼンテーションは、会場へ直接お越し下さい。受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。

D

防災・災害対応•安全対策
時間

G

自然災害対策・避難・救助対策
テーマ

D11

10:30～

D12

11:00～

D13

11:30～

D19

12:00～

D14

13:00～

D15

13:30～

D16

14:00～

G17

14:30～

G18

15:00～

いち早く危険を感知！斜面災害のリアルタイム遠隔自動モニタリング
ウォーターロードパイプ（特殊網状集排水管）
杭式土石流対策工「アーバンガード」の紹介
エアー造形技術の利点を生かした多分野への利用可能性について
既設不透過型堰提に流木捕捉機能を付加できる工法
河川や溜池の水門を遠隔地から監視や制御ができる！
地すべり、液状化抑制工法の開発
災害緊急避難場所でのやさしい光の照明機器と環境を考えた無添加天然消臭剤
命を守る、景観を守る「シーウォール」

◆◆CPD・CPDS単位認定

企業・団体名

中央開発㈱

㈱スティールド

㈱プロテックエンジニアリング
㈱ワン・ステップ
JFE 建材㈱
開成工業㈱

九州支店

レジェンドパイプ工法協会
シーキューブ㈱

SEAWALL推進協議会

受講証明書の発行について◆◆

3時間以上の展示会場観覧と講演会・プレゼンテーション聴講をされた方に、
CPD・CPDS単位認定受講証明書に押印・交付します。
【来場登録受付における入場時間証明書の発行】入場時間証明書の配布時間は11月9日（水）13時迄 11月10日（木）12時30分迄となります。
※9日
（水）
13時以降、
10日
（木）
12時30分以降に入場された方は、
滞在時間が3時間未満となり、
受講証明書は発行できません。
【CPD・CPDS受講証明書の交付時間と交付場所】
・11月9日
（水）
16:00～17:00   11月10日
（木）15:30～16:00 両日とも日本赤十字社ブース
（J10） 横にて交付します。

●CPD受講証明書への押印方法

●CPDS受講証明書の交付方法

【CPD 受講証明書の認定単位数について】

【CPDS 受講証明書の認定ユニット数について】

・11月９日
（水）最大5.0単位 ・11月10日
（木）最大5.0単位
展示会場滞在時間

CPDの認定単位数

11月9日分

11月10日分

5時間以上

5.0単位

5.0単位

証明書

5.0単位

証明書

4時間以上

4.0単位

4.0単位

証明書

4.0単位

証明書

3時間以上

3.0単位

3.0単位

証明書

3.0単位

証明書

【CPD 受講証明書の認定手順】

交付受付にて、本人確認、入場時間、持参された「CPD受講証明書」に記載された認定単位数を照合
確認し押印します。
展示会場の滞在時間に応じた認定単位数と持参された「CPD受講証明書」に記載された単位数が異

なる場合は、押印することが出来ません。

【交付受付におけるCPD受講証明書への押印について】

「入場時間証明書」
と学会などの会員番号を記したご自分の名刺をご用意ください。
※名刺の無い方は会員番号・所属・氏名など本人が特定できる書面にご記入いただきます。
１ 顔写真が入った身分証明書をご提示いただき、本人確認をします。
２ 入場時間証明書と名刺、
プリントアウトした「CPD受講証明書」をご提出ください。
３ 入場時間証明書と持参された「CPD受講証明書」に記載された認定単位数を照合し、
「CPD受講
証明書」に押印します。
４ 連番を「CPD受講証明書」、入場時間証明書、名刺に記します。
５ 入場時間証明書と名刺は事務局が頂戴し、保管・管理します。
これにより、何方様に何番の受講証明書をお渡ししたかを後に確認することが出来ます。

・11月９日
（水）３ユニット ・11月10日
（木）２ユニット
※3時間以上の展示会場見学・講演会プレゼンテーション聴講がCPDS受講証明書の交付条件とな
ります。

【CPDS受講証明書の交付手順】

「入場時間証明書」
と学会などの会員番号を記したご自分の名刺をご用意ください。
※名刺の無い方は会員番号・所属・氏名など本人が特定できる書面にご記入いただきます。
１ 顔写真が入った身分証明書をご提示いただき、本人確認をします。
２ 会員番号を記入していただいた名刺・氏名を記入した入場時間証明書と
「CPDS受講証明書」を
交換交付。
３ 交付する
「CPDS受講証明書」に記載の連番を頂いた名刺にスタッフが記入します。
４ 入場時間証明書と名刺は事務局が頂戴し、保管・管理します。
これにより、何方様に何番の受講証明書をお渡ししたかを後に確認することが出来ます。

●名簿管理・個人情報について（CPD/CPDS共通）

申請承認団体から名簿など個人情報提出の要請が有った場合、
「CPD受講証明書」への押印、
「CPDS受講証明書」を交付した方の個人情報を提出する場合が有りますが、申請承認団体からの要
請が有った場合に使用するもので、第三者には提供しません。

新型コロナウイルス感染症対策について
ご協力をお願いします
熊本県及び
（一社）
日本展示会協会の「展示会業界におけるCOVID-19
感染拡大予防ガイドライン」に則った感染対策を行います。
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
出展技術紹介

出展者は技術分野別に収録されています。

A

設計・施工建設・土木・防災・
BCP、物流に活かす
DX,AI、IoT技術

B

設計・施工

C

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

D

防災・災害対応
安全対策

E

地震・地盤対策

F

防災関連衣料・食料・
住宅及び感染症対策

G

自然災害対策・
避難・救助対策

H

H BCP・IT-BCP

I

研究・技術シーズ
（学術機関・公設研究所等）

J

国・自治体

D
X

出展者紹介の見方
出展者名

A01 （一社）地域産業活性協会
ブース番号

出展の見どころ

□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

技術の概要
キャッチコピー

技術・製品画像

□□□□□□□□□□□□□□□

写真説明

NETIS 00-000000-00

NETIS №
NETISの番号は、新技術情報提供
システムの登録番号です。

住所

〒464-0858
名古屋市千種区千種1-4-19

TEL

052-733-7321

連絡先

※この出展技術概要は、令和4年10月26日
現在の出展者のデータを基に作成されてい
ます。 各技術の詳細については各出展者に
お尋ねください。
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出展者一覧（50音順）
小間番号 出展者名
B14 ＲＢＰウォール工法協会
A24
㈱アイ・エス・ピー
H04
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
C18 （一社）
ＩＰＨ工法協会
G02
浅香工業㈱
D22
旭イノベックス㈱
D11
旭化成アドバンス㈱ 建材本部 環境資材事業部
C01
旭化成エヌエスエネルギー㈱/旭化成アドバンス㈱
D33
アストロデザイン㈱
D44
(公財)阿蘇火山博物館
H01
㈱アトラクター
G12
㈱尼崎薬品
G07
天草池田電機㈱
B11
㈱新井組
D03
㈱ウッドプラスチックテクノロジー
A09
エコモット㈱
G09
㈱エス・アイ・シー
C10
㈱エスイー 九州支店
C17 ＳＴＫネット工法研究会
A05
エポコラム協会 九州支部
D06
㈱エムオーテック 福岡支店
E03
オイレス工業㈱
A11
㈱オービックビジネスコンサルタント
G10
㈱オガタ装建
B06
か
㈱ガイアート 九州支店
D40
開成工業㈱/ＴＯＡ㈱
A21
㈱快適空間FC
A20
鹿島建設㈱ 九州支店
A18
㈱加藤建設
F01
㈱カナサシテクノサービス
A03
ガラス発泡資材事業協同組合
A15
川田テクノシステム㈱
C14
㈱環境新聞社
S02
管清工業㈱ 熊本営業所
A17
㈱関電工
A06
㈱キッズウェイ
A12
㈱CADネットワークサービス
D43 （特非）九州コンクリート製品協会
S10
認定NPO法人 九州災害救助犬協会
B09
共和コンクリート工業㈱
J04
熊本県
D42 （一財）熊本県ドローン技術振興協会
I05
熊本県立大学
I09
熊本県工業高等学校長会
熊本サイエンスコンソーシアム
I02
（事務局：熊本県立第二高等学校）
I03
熊本県立南稜高等学校
I06
熊本高等専門学校 八代キャンパス
J03/S07 熊本市
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター
I08
減災型社会システム部門
J11
熊本地方気象台
D29
㈱熊本ヤマウ
A07
CLIMAX/㈱ベルポート宇土
B17
㈱クリエイター
C09
クリスタルライニング工法協会
G05
㈱ＫＭＴｅｃ
B10
景観壁体研究会
J08
経済産業省 九州経済産業局
J08
経済産業省 九州産業保安監督部
E04
下水道既設管路耐震技術協会 九州・沖縄支部
B18 （一財）建設物価調査会
D19
高知トップ教材/(公財)高知県産業振興センター
D19
㈱海昌/(公財)高知県産業振興センター
D19
三昭紙業㈱/(公財)高知県産業振興センター
D19
㈱オサシ・テクノス/(公財)高知県産業振興センター
J07
国土交通省 九州地方整備局
C07
国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱
C04 （一社）
コンクリートひび割れ補修・圧力調整注入工法協会
B08
(一社)コンクリートメンテナンス協会
A23
コングレ/Japan Drone 運営事務局
G03
コンビウィズ㈱
C03
さ
山王㈱
G08
SEAWALL推進協議会
G06
シーキューブ㈱
D30
㈱シーテック
D25 ＪＦＥ建材㈱
B01
ジオスター㈱
D24
Geo BANK工法研究会
あ

掲載頁
25
22
44
30
41
34
32
27
36
38
44
43
42
24
31
19
42
28
29
18
32
39
19
42
24
37
21
21
21
40
18
20
29
30
20
19
20
38
43
24
48
38
46
47

た

な

は

46
46
46
48
47
49
35
19
25
28
41
24
49
49
39
26
33
34
34
34
49
28
27
24
21
41
27
42
42
36
35
23
35

ま

や
ら

わ
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小間番号 出展者名
掲載頁
A08
シマウチエンジニアリング㈱ （旧社名：㈱島内エンジニア） 19
S03
島田商事㈱
43
D09
城東リプロン㈱
32
D02
昭和コンクリート工業㈱
31
D27
㈱スティ－ルド
35
A02
セフテック㈱
18
D28
㈱仙台銘板
35
I07
崇城大学
47
A19
大成建設㈱ 九州支店
21
C15
㈱太平洋コンサルタント
29
B15
太洋基礎工業㈱
25
A14
㈱ダイワテック
20
E02
高原木材㈱
39
D08
タキゲン製造㈱
32
D35
中央開発㈱
36
D26
中大実業㈱
35
G01
㈱天神製作所
41
D05
東亜グラウト工業㈱
31
B12
東亜道路工業㈱ 九州支社
25
D23
東京インキ㈱
34
H05
東京海上日動火災保険㈱
44
D32
東興ジオテック㈱ 九州支店
36
H03
東西商事㈱
44
S05
㈱トプコンソキアポジショニングジャパン
22
B13 トミナガコーポレーション㈱
25
D38
南国殖産㈱
37
D18
西日本技術開発㈱
33
A13
㈱レンタルのニッケン 九州営業部
20
B03
日鉄エンジニアリング㈱
23
D01
日鉄建材㈱
31
B04
日鉄ステンレス㈱
23
B02
日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱
23
F03
日本ハム㈱
40
C16
日本ＳＰＲ工法協会 九州支部 熊本分会
29
I01
(一社)日本応用地質学会 九州支部
46
G11 （公社）
日本技術士会 九州本部
42
C11
日本躯体処理㈱
28
C05
(一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会
27
A22
日本興業㈱
21
B05
日本製鉄㈱
23
J10
日本赤十字社 熊本県支部
49
J06
農林水産省 九州農政局
48
J02
はあもにい管理運営共同企業体
48
D16
ハイパープレメッシュ協会
33
D39
パナソニック㈱エレクトリックワークス社
37
C02
パルテム技術協会 九州支部
27
D21
PAN WALL工法協会
34
C13
㈱バンブー苑
29
S08
㈱肥後銀行
43
A04
ビジオテックス㈱
18
D10
日野興業㈱
32
C08
日之出水道機器㈱
28
D12
フィット筋工法技術研究会
33
H02
㈱フェローワールド
44
G04
藤井電工㈱
41
D07
不二高圧コンクリート㈱
32
D04
フリー工業㈱
31
D41
(一社）
プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部
37
D34
㈱プロテックエンジニアリング
36
D36
㈱ホーシン
37
S06
㈱ホワイトトップ
45
B16
協同組合Masters GEOTETS工法研究会
25
J05
益城町
48
F04
マルキ㈱
40
F02
ミズノ㈱
40
D37
㈱ミズノマリン
37
D31
三菱電機㈱
36
B07
㈱ヤマックス
24
S04
ユニック九州販売㈱
26
A01
ライト工業㈱ 九州統括支店
18
C12
ラバファルト㈱
29
J09
自衛隊熊本地方協力本部
49
A10
㈱Liberaware
19
D17 レジェンドパイプ工法協会
33
C06
レストム工法研究会 西日本支部
28
A16
㈱ワイビーエム
20
D13/S09 ㈱ワン・ステップ
33

出展者一覧（技術分野別）
D
X

A：設計・施工建設・土木、防災・BCP、物流に活かすDX,AI、IoT技術

B：設計・施工

C：維持管理・予防保全・環境（リサイクル）

D：防災・災害対応・安全対策

分野 小間番号 出展者名

A

B

掲載頁

A01

ライト工業㈱

九州統括支店

A02

セフテック㈱

18

A03

ガラス発泡資材事業協同組合

18

A04

ビジオテックス㈱

18

A05

エポコラム協会

A06

分野 小間番号 出展者名

18

B

掲載頁

㈱クリエイター

25

B18 （一財）建設物価調査会

26

B17

C01

旭化成エヌエスエネルギー㈱/
旭化成アドバンス㈱

27

18

C02

パルテム技術協会

27

㈱キッズウェイ

19

C03

山王㈱

A07

CLIMAX/㈱ベルポート宇土

19

A08

シマウチエンジニアリング㈱
（旧社名：㈱島内エンジニア）

19

九州支部

C

C04

九州支部

27

（一社）
コンクリートひび割れ補修・
圧力調整注入工法協会

27

C05

(一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会

27
28

A09

エコモット㈱

19

C06

レストム工法研究会

A10

㈱Liberaware

19

C07

国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱

28

A11

㈱オービックビジネスコンサルタント

19

C08

日之出水道機器㈱

28

A12

㈱CADネットワークサービス

20

C09

クリスタルライニング工法協会

28

A13

㈱レンタルのニッケン 九州営業部

20

C10

㈱エスイー九州支店

28

A14

㈱ダイワテック

20

C11

日本躯体処理㈱

28

A15

川田テクノシステム㈱

20

C12

ラバファルト㈱

29

A16

㈱ワイビーエム

20

C13

㈱バンブー苑

29

A17

㈱関電工

20

C14

㈱環境新聞社

29

A18

㈱加藤建設

21

C15

㈱太平洋コンサルタント

29

A19

大成建設㈱

21

C16

日本ＳＰＲ工法協会

A20

鹿島建設㈱

21

C17

ＳＴＫネット工法研究会

A21

㈱快適空間FC

21

C18 （一社）ＩＰＨ工法協会

A22

日本興業㈱

21

A23

コングレ /Japan Drone 運営事務局

A24

九州支店

西日本支部

九州支部

熊本分会

29
29
30

D01

日鉄建材㈱

31

21

D02

昭和コンクリート工業㈱

31

㈱アイ・エス・ピー

22

D03

㈱ウッドプラスチックテクノロジー

31

B01

ジオスター㈱

23

D04

フリー工業㈱

31

B02

日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱

23

D05

東亜グラウト工業㈱

31

B03

日鉄エンジニアリング㈱

23

D06

㈱エムオーテック 福岡支店

32

B04

日鉄ステンレス㈱

23

D07

不二高圧コンクリート㈱

32

B05

日本製鉄㈱

23

D08

タキゲン製造㈱

32

B06

㈱ガイアート 九州支店

24

D09

城東リプロン㈱

32

B07

㈱ヤマックス

24

D10

日野興業㈱

32

B08

(一社)コンクリートメンテナンス協会

24

B09

共和コンクリート工業㈱

24

D11

旭化成アドバンス㈱
建材本部 環境資材事業部

32

B10

景観壁体研究会

24

D12

フィット筋工法技術研究会

33

B11

㈱新井組

24

B12

東亜道路工業㈱

九州支社

25

D16

ハイパープレメッシュ協会

33

B13

トミナガコーポレーション㈱

25

D17

レジェンドパイプ工法協会

33

B14

ＲＢＰウォール工法協会

25

D18

西日本技術開発㈱

33

B15

太洋基礎工業㈱

25

D19

高知トップ教材/(公財)高知県産業振興センター

33

B16

協同組合Masters GEOTETS工法研究会 25

D19

㈱海昌/(公財)高知県産業振興センター

34

D

D13/S09 ㈱ワン・ステップ

16

33

出展者一覧（技術分野別）
D：防災・災害・安全対策

E：地震・地盤対策

G：自然災害対策・避難・救助対策

H：BCP・IT-BCP

分野 小間番号 出展者名

D

E

F

G

F：防災関連衣料・食料・住宅及び感染症対策
I：研究・技術シーズ（学術機関・公設研究所等）

掲載頁

D19

三昭紙業㈱/(公財)高知県産業振興センター

34

D19

㈱オサシ・テクノス/(公財)高知県産業振興センター

D21

J：国・自治体等

分野 小間番号 出展者名

掲載頁

G08

SEAWALL推進協議会

42

34

G09

㈱エス・アイ・シー

42

PAN WALL工法協会

34

G10

㈱オガタ装建

42

D22

旭イノベックス㈱

34

G11 （公社）日本技術士会 九州本部

D23

東京インキ㈱

34

G12

㈱尼崎薬品

43

D24

Geo BANK工法研究会

35

H01

㈱アトラクター

44

D25

ＪＦＥ建材㈱

35

H02

㈱フェローワールド

44

D26

中大実業㈱

35

H03

東西商事㈱

44

D27

㈱スティ－ルド

35

H04

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

44

D28

㈱仙台銘板

35

H05

東京海上日動火災保険㈱

44

D29

㈱熊本ヤマウ

35

I01

(一社)日本応用地質学会

D30

㈱シーテック

36

D31

三菱電機㈱

36

D32

東興ジオテック㈱

D33

G

H

I

I02

九州支部

熊本サイエンスコンソーシアム
（事務局：熊本県立第二高等学校）

42

46
46

36

I03

熊本県立南稜高等学校

46

アストロデザイン㈱

36

I05

熊本県立大学

46

D34

㈱プロテックエンジニアリング

36

I06

熊本高等専門学校

D35

中央開発㈱

36

I07

崇城大学

47

D36

㈱ホーシン

37

D37

㈱ミズノマリン

37

I08

熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター
減災型社会システム部門

47

D38

南国殖産㈱

37

I09

熊本県工業高等学校長会

47

D39

パナソニック㈱エレクトリックワークス社 37

J02

はあもにい管理運営共同企業体

48

D40

開成工業㈱/ＴＯＡ㈱

37

D41

(一社）プレストレスト・コンクリート
建設業協会 九州支部

37

九州支店

J

八代キャンパス

46

J03/S07 熊本市

48

J04

熊本県

48

J05

益城町

48

D42

（一財）熊本県ドローン技術振興協会

38

J06

農林水産省

九州農政局

48

D43

（特非）九州コンクリート製品協会

38

J07

国土交通省

九州地方整備局

49

D44

(公財)阿蘇火山博物館

38

J08

経済産業省

九州経済産業局

49

E02

高原木材㈱

39

J08

経済産業省

九州産業保安監督部

49

E03

オイレス工業㈱

39

J09

自衛隊熊本地方協力本部

49

E04

下水道既設管路耐震技術協会 九州・沖縄支部

39

J10

日本赤十字社

49

F01

㈱カナサシテクノサービス

40

J11

熊本地方気象台

49

F02

ミズノ㈱

40

S02

管清工業㈱

30

F03

日本ハム㈱

40

S03

島田商事㈱

43

F04

マルキ㈱

40

S04

ユニック九州販売㈱

26

G01

㈱天神製作所

41

S05

㈱トプコンソキアポジショニングジャパン

22

G02

浅香工業㈱

41

S06

㈱ホワイトトップ

45

G03

コンビウィズ㈱

41

S08

㈱肥後銀行

43

G04

藤井電工㈱

41

S10

認定NPO法人

G05

㈱ＫＭＴｅｃ

41

G06

シーキューブ㈱

42

G07

天草池田電機㈱

42

S

17

熊本県支部

熊本営業所

九州災害救助犬協会

43
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設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

D
X

設計・施工建設・土木、防災・ＢＣＰ

物流に活かすＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴ技術

A

A01 ライト工業㈱

九州統括支店

法面工事・地盤改良工事におけるIＣＴ先進技術の紹介
法面工事における鉄筋挿入工の削孔作
業の省人化を可能にした「リモートスカ
イドリル」と地盤改良工事における施
工管理を統合し三次元に可視化する
「3D-ViMaシステム」を紹介いたしま
す。

A

設計・施工建設・土木、
防災・BCP、
物流に活かすDX,AI、IoT技術

「リモートスカイドリル」と
「3D-ViMaシステム」の概要

住所

〒810-0041
福岡市中央区大名２丁目１１番２１号

TEL

092-791-9715

RMO大名・赤坂

A02 セフテック㈱

A03 ガラス発泡資材事業協同組合

ヒトも車両もAIで検知判別！新しい安全対策のご提案！

土圧・荷重の低減、軟弱地盤沈下対策に。
災害復旧工事にも有効！

本 展 示 会 で 展 示 す るAIカ メ ラ と
D4100の連動サービスは人と車をAI
で検知・判別し、音と光で注意喚起を
行うシステムになっております。
AIカメラは指定した区画だけの検知も
可能で、特定の場所に立ち入った歩行
者を検知し警告を行うことが可能です。
また、指定方向からの侵入も検知でき
ますので、工事車両が出ていく際に検
知し周りに注意喚起を行うことも可能で
す。

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷5-25-14

TEL

03-3811-1518

スーパーソルは、廃ガラスびんをリサ
イクルした環境配慮型の軽量盛土材で
す。 絶乾密度0.35～0.5g/㎤で土の
1/5～1/7と軽量で排水性に優れ、土
の代替材として擁壁の裏込、地下構造
物の埋戻し、嵩上げ等の土圧軽減に有
効で、軟弱地盤沈下対策に路床・路体
の軽量化で多くの実績があります。施
工現場での自由度が高く、歪曲な地形
や狭小箇所でも簡単な敷均し・転圧に
よる締固めで十分な強度を得られるた
め、災害復旧工事でも活躍しています。

AIカメラとD4100

本郷THビル

住所

〒108-0073
東京都港区三田3-4-11

TEL

03-6436-7811

有明海沿岸道路（佐賀）の
路床・路体に使用

三田3丁目ビル 6F

A04 ビジオテックス㈱

A05 エポコラム協会

測量・建設業の効率化・i-con等の機材・システム
販売会社

エポコラム工法（ＩＣＴ対応地盤改良工法）

Pythagoras:点群や画像からの半自動
図化機能を搭載した図面作成効率化ソ
フト
LupoScan:トンネル等の3次元点群か
ら「平面展開画像作成」可能なソフト
SonarWiz：ソナーデータのマッピング・
収録・解析ソフト
共同研究：水中動画からの3次元化
他、橋りょう洗堀調査音響機材・濁水
や暗渠の水中でも透視可能な水中用赤
外線カメラの販売もしております。

九州支部

本工法は、①エポコラム工法（高品質
コラム築造）②エポコラムLoto工法（大
口径施工によるコストダウン）③エポコ
ラムTaf工法（地中障害物（PHC杭等）
の破砕改良同時施工によるコストダウ
ン）④エポコラムPls工法（低変位施工）
の技術開発を行ってきました。
また近年、新施工管理装置「epo-Live
（エポ・ライブ）」システムの開発により
【モニタ画面のアニメーション化】【複
数端末によるリアルタイムの閲覧監視
機能】を実現しました。

LupuScan NETIS登録
トンネル覆工展開図自動作成システム

NETIS SK-220001-A

epo-Live

遠隔閲覧機能概要図

NETIS 210069-A

住所

〒329-0111
栃木県下都賀郡野木町丸林５６８-１４

住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-5-1 アーバンネット博多ビル 7階

TEL

0280-55-2185

TEL

092-412-0263
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C C U S を簡単導入！
顔認証・カード認証で働き方改革を促進します。

大型産業用ドローンと水中ドロｰン
九州初展示、超大型物資搬送ドローン・
水中ドローンを多数展示を致します。
物流・林業・災害などの現場で今後期
待される、物資搬送ドローンの展示の
他、
各種ＤＪ
Ｉ
ドローンの展示を致します。
その他、水中での点検などを安全に行
う事が出来る、水中ドローンも展示致し
ます。

B

顔認証システム FACEma
大型物資搬送ドローン「TR-52」
・
水中ドローン「CHASING M2 PRO」

NETIS KT-220099-A
住所

〒489-0975
愛知県瀬戸市山の田町155番地 キッズウェイビル

住所

〒861-4109
熊本市南区日吉2丁目3-78

TEL

0570-782-114

TEL

096-288-5365

シマウチエンジニアリング㈱
（旧社名：㈱島内エンジニア）

杉村マンション 103

A09 エコモット㈱

C

遠隔臨場（アテネット）、 GIS情報共有（Hec-Eye）

IoT、 AI、 XRを用いた建設DXソリューション

□ 遠隔臨場（アテネット）
国土交通省が推進する『遠隔臨場』に
適応した立会システムです。タブレット
端末1台に立会時に必要な①動画中
継機能、②キャプチャー機能と③帳票
作成機能を集約しました。
□ GIS情報共有（Hec-Eye）
ドローンやスマートフォン等のIoT機器
と連携し、映像や位置情報等の各種
データをリアルタイムに地図上に集約
し、一元管理できるGISプラットフォー
ムです。

iPadProを使った配筋検査で、生産性
や作業効率を大幅に改善する、配筋検
査ARシステム「BAIAS（バイアス）」
を出展します。現場での検査から帳票
作成までシンプルで一貫したワークフ
ローを実現したことにより、鉄筋コンク
リート構造物の配筋検査を1人でも簡
単に実施できます。
他にも遠隔臨場に特化してユーザー体
験を磨き上げた「Gリポート」など、建
設DXによる生産性向上を実感できる
製品を出展します。

D
配筋検査ARシステム「BAIAS」

NETIS 200026-A
住所

〒840-0054
佐賀県佐賀市水ヶ江2-4-17

住所

〒060-0031
北海道札幌市中央区北一条東1丁目2-5 カレスサッポロビル 7階

TEL

0952-22-5107

TEL

011-558-2211

A11 ㈱オービックビジネスコンサルタント

点検用ドローン「IBIS」は
多くの設備点検で活用されています。

奉行クラウドでバックオフィス業務の災害対策を促進！
MicrosoftのAzure環境で世界でも高
水準のセキュリティを保持しておりすの
で、経理や人事労務等のバックオフィ
ス業務の大切なデータを奉行クラウド
で守ることが出来ます。
40年以上バックオフィス業務の改善に
携わっている実績がございますので、
データを守るだけでなく、業務全体の
効率化もお手伝いさせていただけま
す。
バックオフィス業務の改善からDXを進
めてみてはいかがでしょうか？

屋内専用の小型点検ドローン「IBIS」
（アイビス）

住所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル 6階

住所

〒812-0039
福岡市博多区冷泉町2-1

TEL

043-497-5740

TEL

092-263-6091
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F
注力製品である奉行クラウドのロゴです。

博多祇園M-SQUARE 9F

地震対策

リベラウェアが開 発した「IBIS」 は、
業界最小クラスの機体に、高度な姿勢
制御機能を搭載しており、狭小空間で
の安定飛行、高精度の撮像を実現する
産業用小型ドローンです。また、取得
した動画データから、点群などの三次
元データ等も生成することができます。
「IBIS」を活用することにより、高所作
業の削減や整備作業の負荷軽減が可能
となり、さらに三次元データを用いて、
設備保全の高度化を推進し、生産の安
定化・効率化を図ります。

E

環境・リサイクル

A10 ㈱Liberaware

防災・災害・安全対策

機器の特徴とイメージ

維持管理・長寿命化

A08

設計・施工

マスクを付けたままでも個人認証。ま
た、サーマルカメラで体表温計測に対
応した顔認証システム『 FACEma 』
を出展します。認証速度・精度が高く、
複数人の同時認証可能。ひと目で入退
場者が一覧できる管理画面も好評で
す。一方、
カード認証型の『 建レコキッ
ト 』は、導入に必要な機能を全て搭載
したオールインワン端末です。グリー
ンサイト連携にも対応しています。

A

設計・施工建設・土木、防災・ＢＣＰ

A07 CLIMAX/㈱ベルポート宇土

物流に活かすＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴ技術

A06 ㈱キッズウェイ

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
設計・施工建設・土木、防災・ＢＣＰ

物流に活かすＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴ技術

A

設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

A12 ㈱CADネットワークサービス

A13 ㈱レンタルのニッケン

いつでも どこでも 何度でも学べるBIMのeラーニング

安全・安心の実現へ

CADネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス の
『BIMNET eラーニング』はBIMソフト
のRevitに関する基礎、ファミリ作成等
が学べます。
オートデスク認定トレーニングセンター
の弊社が、今まで実施してきた対面講
習をeラーニング用に編集しており、社
内BIM化の際のツールとしてご利用い
ただけます。
価 格 は3ヶ月、15,000円 で 見 放 題、
管理者の方は受講者の進捗チェックが
可能です。

迅速な把握くとICT化の提案

昨今、球磨川の氾濫など人命に関わる
大きな災害が発生しています。災害エ
リアをいち早く状況把握する為に、弊
社で推奨しているUAVを使った計測は
人が立ち入れない場所でも迅速に計測
します。その後の災害普及の際も､ 重
機を無人遠隔操作するロボットを使う事
で作業員の安全確保、２次災害を防ぎ
ます。人命を最優先に安全・安心の実
現を目指します。

いつでも どこでも 何度でも
学べるBIMのeラーニング

九州営業部

UAVグリーンレーザー
全体・グリーンレーザー部

NETIS KK-200034-A（グリーンレーザーAUV） QS-200053-A（無人ロボット）
住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-8-9

TEL

03-6263-0745

木挽館銀座ビル 4階

住所

〒812-0044
福岡市博多区千代4-1-33

TEL

092-643-8550

西鉄千代県庁ビル 3F

A14 ㈱ダイワテック

A15 川田テクノシステム㈱

自然エネルギーの活用した現場事務所・休憩所

インフラの各フェーズを
豊富な知・培った技術で科学的にDX

太陽光発電により電気を作り、自社の
システムにより蓄電を可能にしたこと
で、電気のない場所でも快適に電気を
使用できる現場事務所や休憩所になり
ます。また、快適トイレを内蔵したタイ
プ の 商 材 に なって い る、GPS機 能、
WI-FI機能が完備されていることから、
パソコン等を使うことができ、さらに遠
隔にて商材の発電量・消費電力・蓄電
容量をリアルタイムで監視することが
できます。

当社は、2020年に50周年を迎えま
した。 一貫してインフラの調査計画・
設計・施工・維持管理・補修補強・災害
対応等あらゆるフェーズにおいて経験
で得た知識・先進の情報技術を駆使し
て顧客・市場のニーズに応えて設計サー
ビス・2D/3DCADパッケージサービス・
Web/Cloudサービスを展開していま
す。 当社は、それら情報サービス群・
官民・ローカルとWebの融合によって
DXを実現します。

エコ＆クリーンシステムで環境にやさしい
トイレ付ソーラーシステムハウス

NETIS CB-120016-VE

V-nasClair⇔basepage

NETIS KK-160030-VE

住所

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-6-23

住所

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前４-９-２

TEL

092-791-5261

TEL

092-451-5371

A16 ㈱ワイビーエム

A17 ㈱関電工

機械メーカーが提案するＩＣＴ地盤改良工

『脱炭素・防災+ＢＣＰ分野の関電工の技術』

機械メーカーであるワイビーエムが開
発した「Y-Navi 杭芯位置誘導システ
ム」は、ICT施工のすべての手順（MG
用データ作成、施工位置誘導、地盤改
良工、出来形・出来高管理）に一括で
対応できるシステムです。ICT施工の
急速な発注増により、Y-Naviの活用実
績は、2022年度前期6ヶ月間で、累
計改良土量10万m3に達する見込みで
す。Y-Naviを導入し、ICT地盤改良工
からDXをはじめてみませんか？

関電工ブースでは、以下の技術展示を行います。
｢ゼロスペース工法」、「アリトン工法」は、環境
に配慮した効率的な土木技術です。
舗装補修用常温合材「エコミックス｣ は、リサ
イクル材料を使用したエコマーク認定品です。
｢ローカル５Ｇ｣ は、防災・減災・災害対策に役
立つデジタル技術です。
｢変圧器耐震装置｣ は、電源供給のBCPに貢献
する技術です。
｢LPガス発電機｣ は、災害時に72時間以上の
長時間連続稼動が可能です。
Y-Navi

杭芯位置誘導システム

NETIS KT-190121-A
住所
TEL

変圧器耐震装置
お客様のBCPに貢献いたします。

舗装補修用常温合材「エコミックス」

〒847-0031
佐賀県唐津市原1534番地

住所

〒108-8533
東京都港区芝浦4丁目8番33号

0955-77-1121

TEL

050-3033-4474
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
九州支店

バックホウをベースマシンとした
トレンチャー式地盤改良工法

「人がいきいきとする環境を創造する」を追求します。

熊本復興のシンボル「新阿蘇大橋開通」
パワーブレンダー工法

住所

〒812-0895
福岡市博多区竹下1-16-8

住所

〒812-8518
福岡市博多区住吉4-1-27

TEL

092-451-8089

TEL

092-475-5714

九州支店

A21 ㈱快適空間FC
無人航空機搭載レーザ計測による、
災害に強いまちづくりのご提案

環境配慮型コンクリート「CO₂－SUICOM」

当社の強みである計測技術を展示し、
災害に強いまちづくりの提案を考えて
おります。 また、 民 間 等 電 子 基 準 点
（RG-CORS）の設置のご提案も行い
災害復興に対するご提案も行いたいと
考えております。

D
hoenix社製グリーンレーザ VQ840-G

セメント使用量大幅減・大量のCO₂固定化

住所

〒812-8513
福岡市博多区博多駅前三丁目１２番１０号

住所

〒812-0855
福岡市博多区下月隈58-5

TEL

092-481-8012

TEL

092-400-7006

A23 コングレ /Japan Drone 運営事務局

コンクリート 2次製品を通じて、
流域治水をトータルに提案

Japan Drone/
次世代エアモビリティEXPO in 九州（福岡）のご案内
Japan Drone/次世代エアモビリティ
EXPO 初の地方開催を12月6日～7
日に福岡国際会議場にて開催いたしま
す。建設、防災、物流をはじめとした、
様々な用途での活用が広まるドローン
や次世代エアモビリティに関する情報
収集の場として活用いただける展示会
のご案内をいたします。
側溝で貯留する「アクアゲッター」

住所

〒769ｰ2101
香川県さぬき市志度4614-13

住所

〒103-8276
東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング

TEL

087-894-8134

TEL

03-3510-3733
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F

地震対策

当社は、「美しく豊かな環境づくりに貢
献する」を企業理念に掲げ、「環境と
の共生」「景観との調和」「安全・安心」
といった課題にフォーカスした製品を開
発・製造・販売しております。現在は、
プレキャストコンクリートのもつ優れた
特性を活かした製品・工法による各種ソ
リューションを推し進めており、国や地
方の掲げる重点課題のひとつである
「流域治水」に貢献すべく、鋭意取り
組んでいます。

E

環境・リサイクル

A22 日本興業㈱

防災・災害・安全対策

ＣＯ₂―ＳＵＩＣＯＭR（ＣＯ₂スイコム）は、
セメントの半分以上を産業副産物等の
材料に置き換え、さらにＣＯ₂と反応す
る特殊な混和材（γ-Ｃ２Ｓ）を用いるこ
とで、セメント使用量を大幅に削減。
さらに特殊な装置で大量のＣＯ₂を吸収・
固定します。
１㎥のＣＯ₂スイコムが吸収、固定するＣ
Ｏ₂は、高さ20ｍの杉1本が1年間に吸
収するＣＯ₂と同等です。

C

維持管理・長寿命化

A20 鹿島建設㈱

B

設計・施工

合理化施工で工期短縮を実現した「新
阿蘇大橋」をはじめ、資源の有効利用
と脱炭素化に貢献できるCO₂排出量を
大幅に削減した「T-eConcrete」、現
場管理システム『Ｔ-iDigital Ｆield』、
床版接合技術『Ｈead-bar ジョイント』、
超高強度繊維補強コンクリート『ＵＦＣ
（ダクタル）の適用技術』をご紹介しま
す。

軟弱土と改良材を鉛直方向に撹拌混合
し固化する地盤改良工法です。
最大改良深度を13m程度とし、バック
ホウをベースマシンとしていることから
機動性が良く狭隘地での施工、上空制
限下での施工等、様々な現場条件に対
応できる工法となります。トレンチャー
式の撹拌形状の為、連続一体施工が可
能であり、液状化対策に適用されるだ
けでなく必要に応じて水平施工、改良
土留などにも適用可能です。

A

設計・施工建設・土木、防災・ＢＣＰ

A19 大成建設㈱

物流に活かすＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴ技術

A18 ㈱加藤建設

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
設計・施工建設・土木、防災・ＢＣＰ

物流に活かすＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴ技術

A

設計・施工

B

A24 ㈱アイ・エス・ピー

S05 ㈱トプコンソキアポジショニングジャパン

3次元ソフトを活用し、
災害からインフラ管理を行う最新機能紹介

現場を楽にコンスト楽ション
小規模ICT施工と3次元計測機器

「LandForms」 は、 点 群データを用
いた３次元設計・解析システムで、多く
の専門技術者の方々にご愛顧を頂いて
おります。点群処理から、出来形管理
までを一本のソフトで完結させるオー
ルインワンの代表格です。最近は、図
面の無い既設構造物のモデル化にも対
応し、インフラ維持管理への利用の幅
が広がっています。また、時間軸での
土量差分表示や湖底の堆積傾向の把
握、貯水量計算等のダム管理にも活用
されています。

トプコンでは、⼩型ショベルのマシンガ
イ ダ ン スシ ス テ ムとして、“杭 ナビ ”
『LN-150』をセンサーとした『杭ナビ
ショベル』で中⼩規模現場のICT活⽤
を後押しします。『GLS-2200』によ
る⾼速かつ⾼密度な点群データの取得
や、トータルステーションとレーザース
キャナーを融合した『GTL-1000』に
よるワークフローの改善など、建設現
場の⽣産性向上に繋がる3D計測を提
供しています。

ダム湖底を前年度データと差分表示する機能

NETIS KT-170034-VE
住所
TEL

KT-140022-VE

〒064-0824
北海道札幌市中央区北4条西20丁目2-6

住所

〒812-0042
福岡市博多区豊1-10-50

011-614-3811

TEL

092-432-7295

維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F
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マシンガイダンスシステム
『杭ナビショベル』

KT-170034-VE

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022

スレンダーかつ狭隘部への施工を可能にした
プレキャスト防潮堤

Ｂ
設計・施工

フンバライド防潮堤完成状況（
空頭制限下での使用例）

住所

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-19-5 博多石川ビル４階

TEL

092-441-0014

B03 日鉄エンジニアリング㈱

水道ライフラインを守る更新・更生技術

鋼構造技術のプロ集団として、
建設ソリューションを提供します
製鉄事業で培った鋼構造技術やエンジ
ニアリング力をベースに、産業・都市
の基盤となる建築・橋梁・港湾インフラ
分野で活躍します。

D
システム建築「スタンパッケージR」

既設と相似な溶接一体構造トンネル改修工

住所

〒141-0032
東京都品川区大崎1-5-1

住所

〒812-0025
福岡市博多区店屋町5-18

TEL

03-6865-6000

TEL

092-273-7182

B05 日本製鉄㈱

水インフラへの省合金二相ステンレス鋼のご提案

粘り強い「鉄」。環境にやさしい「鉄」。
鉄で国土強靱化に貢献します。

●ステンレス鋼は、耐食性に優れた性
能を有しており、各種インフラの長寿
命化を実現します。
●弊社独自省合金型二相ステンレス鋼
は、耐食性に加えて高い強度（従来の
SUS304等に対して2倍）を有してお
り、LCCに加えて初期コストの縮減も
可能です。
●水門、除塵機、陸閘門等の水インフ
ラ設備では、高強度を利用した部材の
軽量化が可能で、周辺装置や基礎等の
軽減も期待できます。

地震や豪雨・台風など、災害が絶えない日本。
大規模災害が発生しても被害を最小限に抑える
ために、日本製鉄は様々なソリューションを提案
します。
＜ご紹介する技術＞
○洪水による浸水被害から施設を守る、「ハット
形鋼矢板」を用いた鋼製遮水壁
○災害時、十分なスペースを確保できない現場
で早期復旧を可能にする「ジャイロプレス工法」
○鉄を作るときにできる副産物である「スラグ」
を利 用した、 環 境にやさしいリサイクル製 品
など

「ハット形鋼矢板を用いた鋼製遮水壁」

住所

〒812-8522
福岡市博多区店屋町5-18

TEL

092-273-7090

TEL

092-273-7031

23

博多NSビル 3階

地震対策

F

NETIS QS-120023-VE

〒812-0025
福岡市博多区店屋町５-18

環境・リサイクル

E

B04 日鉄ステンレス㈱

住所

防災・災害・安全対策

日 鉄P&Eは、 全 国 各 地 の 上 下 水 道、
工業用水、農業用水のパイプラインや
水管橋などの施工を行ってまいりまし
た。 それらを通じて培ったノウハウに
よってSTM工法、PIP工法、INS工法
など多様な更新・更生工法を提案して
まいります。また、NS-PIP工法、NS
フリースパン水管橋は、技術開発によ
り従来工法の課題を克服した画期的な
新工法です。日鉄P&Eは、更新・更生
分野をリードしてまいります。

C

維持管理・長寿命化

B02 日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱

B

設計・施工

東日本大震災から１０年、私たちは人々
のくらしを災害から守るためにプレキャ
スト防潮堤の開発に取り組んできまし
た。フンバライドは環境親和性の高い
スリムな構造を備えつつ、狭隘な環境
下における急速施工を可能とし、いつ
起きるかわからない自然災害にいち早
く備えます。 私たちは、強くてしなや
かな日本に貢献するために、これから
も新しい製品を提案し続けます。

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

B01 ジオスター㈱

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

B06 ㈱ガイアート

B07 ㈱ヤマックス

九州支店

ヤマックスの接合技術が、
日本の、世界のインフラを豊かにする。

縦溝粗面で安全安心高耐久な舗装
ガイアートは、「大地・ガイア」 地球・
自然との共生、高い「技術・アート」
を提供します。道づくりのプロとして舗
装工事を中心とする道路・空港・港湾・
アスファルト合材などの製品製造、
「道」
の新時代につながる研究開発を中心に
事業を展開しています。 独自技術の・
縦溝粗面、エコで安全なFFP舗装・長
寿命、高耐久、高品質のプレキャスト
製品等お客様のニーズ、目的に合わせ
ご検討ください。

当社は、土木・建築用プレキャストコン
クリートにおいて多くの実績を納めてい
る二次製品メーカーです。近年は国交
省の「i-construction」の推進により
プレキャスト製品のニーズが高まってい
ます。 当社ではプレキャストの接合技
術を駆使すれば、分割組立式のプレキャ
スト製品が提供可能です。ご要望の設
計条件に対応致します。
MaxBox+

フル・ファンクション・ペーブ（FFP）

NETIS QS-150009-VE

NETIS KT-130010-VE
住所

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通3-6-15

TEL

092-714-6501

国道57号北側復旧ルート

NMF天神南ビル 8階

住所

〒862-0950
熊本市中央区水前寺3丁目9-5

TEL

096-381-1421

B08 (一社)コンクリートメンテナンス協会

B09 共和コンクリート工業㈱

亜硝酸リチウムを核とした維持管理技術

現場打ちから、より安心・安全なプレキャスト製品の活用

亜硝酸リチウムを使った塩害・中性化・
ASRで劣化したコンクリート構造物を
補修する技術です。要求性能に応じて
工法を使分け、進展期以降に有効です。
断面修復・ひび割れ注入・表面含侵・
内部圧入等に亜硝酸リチウムを使用し、
コンクリート構造物の健康寿命を延ば
す技術を紹介します。

従来の構造物は現場打ちコンクリート
が多く使用されてきましたが、昨今は
型枠工・鉄筋工など熟練工の慢性的な
人手不足が問題となっております。 構
造物をプレキャスト化する事で、工期短
縮・高品質・省力化が可能な上、現場
内産業廃棄物・騒音・水質汚濁等の周
辺環境への負担軽減も可能となりま
す。 工程のスピードアップを進め、仮
設費、安全対策費を削減し社会に優し
い環境作りを目指します。

リハビリカプセル工法(簡易型高圧注入)

SBウォール工法

NETIS CG-12005-VR
住所

〒730-0053
広島県広島市中区東千田町2-3-26

住所

〒862-0954
熊本市中央区神水２丁目9-7 オリエント第3ビル 3F

TEL

082-541-0133

TEL

096-384-6100

B10 景観壁体研究会

B11 ㈱新井組

環境にやさしい景観に考慮した工法

耐震壁安震ブロック・機能調整可能床・
拡張型コンテナハウス

親杭パネル壁工法は親杭とコンクリート
パネルを一体化した構造で、景観を配
慮した土留め壁等に使用します。特に
長大切土法面や基礎掘削が多くなる急
峻地形での道路や敷地の拡幅工事等に
おいて、切土や残土の発生を少なくで
きるため自然環境の保護や省力化に役
立つ工法です。グラウンドアンカー工
法等の併用により、壁高の高い擁壁の
構築も可能です。さらに親杭パネルの
表面に景観化粧を施すことが可能で
す。

『安震ブロック』は、ＲＭユニットを組積して
増設耐震壁とする工法。振動騒音の低減、
省スペース施工、工期短縮、CO2軽減でき
ます。
『テクセルスポーツ床』は、直床構造で、軽
量・高剛性素材ハニカムパネル「TECCELL」
と弾性材を組み合わせることにより、様々な
スポーツ施設に対応できます。
『広がルーム』は、標準的なコンテナ幅2.4m
で設備を収納し運搬し、現地設置時に標準
幅４ｍ、特殊幅５～６ｍに拡幅できます。
担当部署：営業本部 事業開発部
E-mail：po-tech@araigumi.co.jp

道路擁壁

NETIS CB-990007-V
住所

〒108-8560
東京都港区芝浦4-6-14（NC芝浦ビル）

住所

〒662-8502
兵庫県西宮市池田町12-20

TEL

03-3452-1052

TEL

0798-26-3111
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
B13 トミナガコーポレーション㈱

九州支社

アスファルトの再加熱型押し景観工法
「ストリートプリント」

樹脂防水一体型アスファルト舗装
「タフシャットＲＡ工法」

福岡高速５号線施工事例（接着防水材塗布）

ストリートプリントとはアスファルト舗装
の表面を石畳やレンガ敷きのように変
えてしまう画期的な工法です。アスファ
ルト舗装は初期工事費が安い、工期が
短い、交通開放が早いなど数々の優れ
た長所を持ち合わせています。しかし
見た目が黒単色で殺風景、また劣化し
やすいという２つの大きな難点があり、
これを劇的に解消し見た目に美しく耐
久性に優れたアスファルト舗装を作り出
す付加価値の高い工法がストリートプリ
ントです。

住所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南１丁目８番３１号

住所

〒816-0851
福岡県春日市昇町7丁目87番地

TEL

092-471-6936

TEL

092-589-4878

水前寺公園横の車道に隠れハートが…♡

B14 ＲＢＰウォール工法協会

B15 太洋基礎工業㈱

逆巻き工法による急勾配法面の構築【順巻きも可】

CCC工法は硬質地盤や転石があっても
地中連続壁施工が可能

NETIS QS-160035-A
住所

〒812-0863
福岡市博多区金の隈1丁目22-8

TEL

092-504-2208

CCC掘削装置を汎用の三点式杭打機に搭載

NETIS QSK-120005-V

太洋基礎工業㈱九州支店内

協同組合Masters
GEOTETS工法研究会

住所

〒812-0863
福岡市博多区金の隈1丁目22-8

TEL

092-558-2171

E

B17 ㈱クリエイター

鋼矢板残置前提だった家屋近接、
堤防工事でも安心して引抜可

【豪雨災害対応】大容量水中ポンプ／組立式仮設水路

従来、鋼矢板残置を前提としていた民
家や地下埋設物近接工事、鉄道工事、
堤防工事において、安心して鋼矢板が
引き抜けるオンリーワン工法。
災害発生時には仮設材の転用ができ、
資材不足という環境下で有効な手段と
なり環境に配慮した工法。残置に比べ
てコストも縮減でき、地盤変状も高度
に抑制できます。堤防施工においても、
水みちを作りません。
■使用箇所：家屋近接、構造物近接、
鉄道近接、橋脚周辺工事、水中施工、
土壌汚染対策

「ジャストインシステム」は、現場状況
に合せて効率の良い商品を経験に基づ
く知識と共にご提供します。 従来工法
に比べ低燃費で大量送水する「大容量
水中ポンプ」はCO2を削減し目詰りも
少なく作業効率を大幅に向上。大雨に
対する緊急時の排水でも遺憾なくその
威力を発揮します。折畳の「組立式水
路」は動力不要で産廃も殆どありませ
ん。「ジャストインシステム」は、防災・
減災につながる護岸工事もサポートし
ます。

F
ジャストイン大容量水中ポンプと組立式水路

NETIS HK-090017-V
住所

〒650-0045
兵庫県神戸市中央区港島中町3丁目2番6号

TEL

078-381-9914

6-205
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住所

〒070-0014
北海道旭川市新星町五丁目1-13

TEL

0166-21-3300

地震対策

GEOTETS工法概要図

環境・リサイクル

B16

D

防災・災害・安全対策

ＰＣ鋼棒によるパネルの緊張連結(逆巻き)

CCC工法はチェーンコンベアカッター
の略称であり、硬質地盤や転石のある
地盤でも地中ソイルセメント連続壁を
構築する工法です。地中連続壁工法で
はSMW工法が一般的ですが、硬質地
盤においてはロックオーガ工法などの
補助工法の併用が必要となります。一
方、CCC工法は、硬質地盤掘削機能
を有しているため補助工法は不要で、
経済性や工期短縮において、より効果
的です。

C

維持管理・長寿命化

ＲＢＰウォール工法は、地山を法面上方
より切り下げていく工法です。 従来、
コンクリートパネルと地山に挿入された
アンカー補強鉄筋との2部材の組合せ
で切土補強土工が構成されていまし
た。 本工法は、コンクリートパネル同
士を法面高さ方向に、第3の部材であ
るＰＣ鋼棒で順次緊張連結されるため、
順巻き施工も可能となり、施工性・耐
震性に優れた法面が実現されます。

B

設計・施工

道をつくることは、地域の基盤をつくること。
弊社は、日本の地形や環境に精通し、時代
のニーズに応える技術を生み出してきまし
た。製品部門・研究開発部門を有する当社
だからこそ、目的に応じた工法を提案し、
幅広い選択肢から様々なニーズにお応えし
ます。
タフシャットＲＡ工法は、特殊熱可塑性樹脂
と一般的なアスファルト混合物の組合せで
構築する橋面防水技術です。床版と混合物
との強固な一体化と高い防水性を実現しま
す。

A

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

B12 東亜道路工業㈱

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

B18 （一財）建設物価調査会

S04 ユニック九州販売㈱

土木関連のCAD部品データ提供サイト
「i-部品Get」の紹介

安全強化型ミニクローラークレーン

i-部品Getでは、データのオープン化
を実現。メーカー各社の「コンクリー
ト製品」「道路用製品」「橋梁用製品」
など、土木関連部品における2次元（２
Ｄ）
、3次元（３Ｄ）のＣＡＤデータ及び
製品関連情報を多数掲載しています。
掲載メーカー、会員相互の生産性の向
上に向けて、当サイトを広くお役立てく
ださい。

安 全 機 能を強 化した新 型ミニクロー
ラークレーンは過負荷防止装置を標準
装備し、多彩なアウトリガの展開パター
ンはそのままで、様々な作業現場の状
況に対応し、安全・快適なクレーン作
業を実現します。また走行時の最大幅
はわずか60㎝と非常にコンパクトです
ので、重機やトラックが入れない現場
での作業を可能にする優れものです。
ミニクローラークレーン

土木関連部品のCADデータライブラリ
「i-部品Get」

住所

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号（フジスタービル日本橋）

住所

〒812-0888
福岡市博多区板付2丁目1-31 アネックスシティ板付2F

TEL

03-5649-8581

TEL

092-441-0861

維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
旭化成エヌエスエネルギー㈱/
旭化成アドバンス㈱

私たちが今できる事、
もう１つのコンクリートの未来「ASKAパウダー」
石 炭 灰 フ ラ イ アッシュ「ASKAパ ウ
ダー」の有効利用による循環型社会の
構築、環境負荷軽減などに貢献し、コ
ンクリート構造物の長寿命化、耐久性
の向上にも有効です。
【JISA6201 Ⅲ種灰 コンクリート用
フライアッシュを満足しております。】

C

九州支部

住所

〒810-0012
福岡市中央区白金1丁目20番3号

TEL

092-526-2113

紙与薬院ビル１０F

C03 山王㈱
安く、手軽にジョイント補修

パルテム・フローリング工法は、既設
管きょ内で組立てた鋼製リングに高密
度ポリエチレン製のかん合部材と表面
部材を組付け、既設管きょとポリエチレ
ン製部材との隙間に充填材を注入する
ことにより既設構造物内に更正管きょを
構築する製管工法です。既設管きょ形
状に合わせたオーダーメイドの更生が
可能で曲りにも対応可能です。

橋梁用伸縮継手工事において、突合せ
ジョイントなどの伸縮ゴム部分を撤去
し、新たに伸縮性に優れた樹脂材など
を充填する工法で、経済性、施工性、
止水性に優れた環境にやさしい工法で
す。
令和３年度に国土交通省から「橋梁伸
縮装置止水部の補修に関する技術」に
選定されています。

C

D

フローリング工法による矩形断面の更生例

SMジョイント（ゴム劣化取替工法）

NETIS QS-180049-A
住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3丁目1番29号 博多第２ムカヰビル 9階

住所

〒861-8043
熊本市東区戸島西５丁目５番５７号

TEL

092-481-7214

TEL

096-214-6850

（一社）コンクリートひび割れ補修・
圧力調整注入工法協会

C05 (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会

環境にやさしいコンクリートひび割れ補修工法

豊かな日本のために橋を守り続ける

圧力調整注入工法は、低圧から高圧ま
で注入圧力を調整することにより、有
機系から無機系まで多様な補修材料を
ひび割れの深部から表面まで的確に注
入することができます。 同じ注入口か
ら複数の材料を連続して注入したり、
注入器を繰り返し使用することができる
ため産業廃棄物の排出が非常に少ない
ことも特徴です。

脱炭素社会の実現には 産業廃棄物の
発生抑制 は不可欠です。 私たちは、
環境配慮型の工法で 国土強靭化を推
進 します!!
産業廃棄物と粉じんを最小限に抑制し
た循環式ブラスト工法で鋼橋の腐食を
予防！ さらにそのブラスト機材を有効
活用した既設橋梁でのショットピーニン
グで疲労き裂も予防！ 「エコクリーン
ハイブリッド工法」は２つの効果で鋼橋
の長寿命化をサポートします。

NETIS TH-110002-A

F
ブラスト＋ショットピーニングで長寿命化！

NETIS CB-180024-A

住所

〒861-8043
熊本市東区戸島西５丁目５番５７号

住所

〒130-0014
東京都墨田区亀沢１-８-６ 堀江ビル２階

TEL

096-214-6850

TEL

03-3626-3955
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地震対策

圧力調整注入工法

E

環境・リサイクル

C04

防災・災害・安全対策

あらゆる管路の更生工事に対応します

B

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

C02 パルテム技術協会

フライアッシュ「ASKAパウダー」使用

設計・施工

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

A

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

C01

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

C06 レストム工法研究会

C07 国土防災技術㈱/サンスイ・ナビコ㈱

西日本支部

レストム工法は、
建設汚泥・建設発生土の再資源化工法です。
【 土 の 処 理 に お 困りで は ありま せ ん
か？】
レストム工法は、建設汚泥に改良材（DF
材）を投入し、混合攪拌することで、
多用途に再利用可能な改良土を生成す
る、再資源化工法です。これまで最終
処分場や中間処理施設へ産廃処分され
ていた汚泥を、現場内で処理し、現場
内再利用することで、工期短縮・コスト
削減につながります。フェア当日は、
施工現場を再現したジオラマ模型を展
示致しますので、ご自由にご覧下さい。

集水井3D点検技術/Fixrグラウンドアンカー工法
集水井3D点検技術：集水井の老朽化に伴
い、点検が全国で行われていますが、点検
者を転落や酸素欠乏症などのリスクからい
かに守るかが課題となっています。当社で
はカメラを地上部から井内に挿入すること
で安全性を確保しつつ、SfM解析を用いて
点群データを作成する手法を開発しました。
Fixrグラウンドアンカー工法：現行のグラウ
ンドアンカーが有する課題であった維持・管
理・点検に特化し、長寿命化・メンテナンス
コスト最小化に寄与するアンカーを開発しま
した。

レストム工法：現場改良している状況。

点群データで作成した集水井展開写真

NETIS TH-100029VR（掲載終了技術）
住所

〒830-0201
福岡県久留米市城島町芦塚字永江163-1

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3丁目18番5号（青葉ビル）

TEL

0942-62-1830

TEL

03-3432-3656

C08 日之出水道機器㈱

C09 クリスタルライニング工法協会

ダクタイル鋳鉄でお困り事を解決！

コスト、時間、施工・養生環境の制約に、立ち向かう

社会資本インフラにおいては、既存ス
トックの老朽化対策や、多発する自然
災害からの防災減災対策が急務です。
弊社ブースでは、ダクタイル鋳鉄の特
性を活かし、橋梁施設の長期的安全性
の確保とLCC低減を可能にする「ダク
タイル鋳鉄製伸縮装置 ヒノダクタイル
ジョイントα」や、効率的な道路排水と
高耐久を実現した「ダクタイル鋳鉄製
グレーチング GRシリーズ」 を展示、
都市空間の長寿命化と安全性向上をご
提案致します。

クリスタルライニング工法とは、防食
性を有する無溶剤型エポキシ樹脂モル
タルをコンクリート構造物等に塗布し、
防食・止水・補強を行う工法です。 水
中でも接着硬化する特性を持ち、一般
的な工法では対応が困難な湿潤環境に
おいての施工を可能にしたクリスタル
ライニング材を使用する、機械に依ら
ない人力施工による工法です。
鋳鉄製伸縮装置ヒノダクタイルジョイントα

マンホール耐震補強工法

NETIS QS-210051-A
住所

〒861-4172
熊本市南区御幸笛田2-16-57

住所

〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-9-1

TEL

096-241-9317

TEL

052-918-2555

C10 ㈱エスイー

九州支店

C11 日本躯体処理㈱

超高強度合成繊維補強コンクリートを用いた
薄型・高耐久受圧板
ESCONはコンクリートの弱点である曲
げ強度が一般的なコンクリートの7倍以
上、圧縮強度が6倍以上の超高強度合
成繊維補強コンクリートです。これによ
り構造部材の軽量化が実現でき、組織
が緻密で劣化因子の侵入がなく耐久性
に優れており構造物の飛躍的な長寿命
化が図れます。また高い流動性により
現場での打設が可能で、従来の鋼繊維
による超高強度コンクリートとは異なる
次世代の構造物技術を担う画期的なコ
ンクリートです。

土木構造物の長寿命化を実現する
「RCガーデックス土木用」
従来技術（弊社従来品含む）では数度
の散水、材料塗布、湿潤養生が必要で
したが、本製品「RCガーデックス土木
用」は材料塗布1回のみで要求性能を
発揮。施工の手間を抑え、工期の短縮
を図る事が可能。「RCガーデックス土
木用（1回塗り・退色性着色工法）」で
は別売の「退色性着色剤」を現場で混
合し使用する事で施工箇所がマゼンダ
色で着色されるため、施工有無の確認
が可能です。

ESCON受圧板

RCガーデックス土木用

NETIS QS-170016-VE
住所

〒812-0018
福岡市博多区住吉4丁目3番2号

TEL

092-473-0191

NETIS KT-190107-VE

博多エイトビル
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住所

〒813-0036
福岡市東区若宮2-31-1

TEL

092-692-9200

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
C13 ㈱バンブー苑

傷んだ舗装・クラックの維持補修

NETIS登録ラジコン草刈機CRAWLER

中規模の舗装破損部分を打ち換え無の
補修で舗装の延命効果を発揮する事が
出来る工法です。溶かしたラバファルト
を補修箇所に流し込みゴムレイキで塗
布します。約5～10分で硬化しますの
で直接加熱アスファルト混合物で舗装
して完了です。

フレイルモア（ハンマーナイフ）で刈り、
ヘーマシン（集草機）で寄せて、ヘー
スライドで押す。この草刈機の一連の
動作をアタッチメント交換で行うことが
できます。ドイツのKöPPL社製です。

NETIS CB-200010-A
住所

〒349-1135
埼玉県加須市北平野330番地

住所

〒471-0048
愛知県豊田市高崎町新池5-3

TEL

0480-72-3501

TEL

0565-33-5904

C14 ㈱環境新聞社

C15 ㈱太平洋コンサルタント

環境ビジネスに貢献する専門紙！

コンクリート分析・解析・試験のエキスパート
弊社はコンクリート分析・解析・試験のエキ
スパートとして、
●コンクリート構造物に要求される物性や耐
久性を評価するための各種試験
● 劣 化 原 因 特 定 のためのSEM、EPMA、
偏光顕微鏡、X線CTなどを用いた機器分析
●塩害、ASR等との複合劣化の評価（塩
分含有量、偏光顕微鏡観察等）
●鋼構造物に使用されている塗膜中の有害
物質分析など構造物の詳細調査に関連す
る、幅広い品質試験業務についてご紹介い
たします。

住所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町3-1-15 メビウス御堂筋本町ビル

住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-13-9

TEL

06-6252-5895

TEL

092-432-4004

D
偏光顕微鏡観察

いちご博多駅東ビル 4F

C17 ＳＴＫネット工法研究会

下水道のリニューアルで暮らしを地下から支えます

環境を選ばない高耐久性の金網に代わる
樹脂製ネットです

重要なライフラインである下水道管は
老朽化が進行しており、アセットマネジ
メントの立場からだけでなく、地震対策・
安全対策の立場からも下水道管の計画
的な維持管理が求められています。
日本SPR工法協会では、小口径から大
口径までの更生工法をラインアップ。
また、自由断面SPR工法などによりあ
らゆる断面形状にも対応。 自立管の
SPR-SE工法やオメガライナー工法も
取り揃え、下水道管の老朽化の危機を
解決していきます。

金網に代わるプラスチック製の落石防護
ネットで、耐久性に優れたプラスチックに
て製造された亀甲網です。素材はサビに
無縁のポリエステル 100%の、重量が
一般金網の約1/5と軽量で施工性が高
く、紫外線にも強く、素線の引張強度は
290kN/mm₂以上を有し、屋外暴露状
態で30年以上経過した素線の引張強度
試験で強度低下が無いことを確認してい
ます。また、網自体の色が黒色なので、
透過性に優れ、景観を損ないません。金
網のサビによる維持更新には最適です。

F
既存金網の上にＳＴＫネットを施工した事例

住所

〒862-0926
熊本市東区保田窪4丁目10番74号

住所

〒870-0044
大分県大分市舞鶴町１丁目３番３０号ＳＴビル１１Ｆ

TEL

096-382-0193

TEL

097-533-7230
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地震対策

管路更生ＳＰＲ工法

E

環境・リサイクル

C16 日本ＳＰＲ工法協会 九州支部 熊本分会

防災・災害・安全対策

「環境新聞オンライン（新電子版）」
近日公開予定！

C

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

「環境新聞」は美しい地球環境を守り、
未来世代に伝え、これからも地球と人
類の危機に警鐘を鳴らし続けるととも
に、環境ビジネスが維持可能な社会を
実現するコア産業として健全に発展す
るよう、新環境時代を牽引するリーディ
ングカンパニーです。

B

設計・施工

ラジコン草刈機CRAWLER

ラバファルト塗布状況

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

C12 ラバファルト㈱

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

C18 （一社）
ＩＰＨ工法協会

S02 管清工業㈱

構造物の補修補強技術ＩＰＨ工法で
地震対策・再劣化防止対策を推進

下水道管路の維持管理と長寿命化技術

コンクリート構造物は高度成長期に建
設されたものが多く、コンクリート構造
物の安全対策が深刻な社会問題となっ
ています。ライフサイクルコストの低
減を図りながらのコンクリート構造物の
長寿命化に資する革新的な技術・工法
が望まれています。鉄道・地下構造物・
マンション等をターゲットとし、橋梁・
道路・港湾施設等も視野に入れながら
地震などの被害を未然に防ぎ、長寿命
化対策工法であるＩＰＨ工法の普及を目
指します。

熊本営業所

主に道路の下に埋設されている下水道
管は、通行する車両や地震等による荷
重、悪質下水、経年劣化などにより、
日々
劣化が進んでいます。しかし、大部分
が地下に埋設されているため、その状
況を把握することは困難です。
当社では、独自技術によるスピーディー
な管内点検技術、その他、様々な調査
や修繕技術により、下水道管路の維持
管理を通して、皆様の快適な生活をサ
ポートしています。

下水道管路ＴＶカメラシステム『ロビオン』

ＩＰＨ工法による橋梁・ＲＣ建築物補強工事

住所

〒733-0861
広島県広島市西区草津東１丁目１１-５１

住所

〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目11番22号

TEL

082-961-5781

TEL

096-213-2222

維持管理・予防保全・
環境（リサイクル）

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022

自然と共存し安全な暮らしを守ります
世界的な環境保全に対する意識の高ま
りから、自然災害の防止や迅速な復旧
工事のために質の高い技術が求められ
ています。当社はスリットダムやノンフ
レーム工法などの新しい工法の開発を
通じて、災害の未然防止や自然復元な
どに応えた商品を数多く提案していま
す。

D
防災・災害対応・安全対策

住所

〒812-0025
福岡市博多区店屋町5番18号

TEL

092-281-8114

D03 ㈱ウッドプラスチックテクノロジー

壁高10m級の剛構造鉛直壁が
早期構築できるプレキャスト擁壁

軽い！強い！長持ち！養生用樹脂製敷板
樹脂製敷板、合成ゴムマットなど現物
をお持ち致します。ブースにお見え頂
ければ実際に手に取り触って頂き、軽
くて丈夫な板材をご体感頂ければと思
います。従来では敷鉄板が主に使われ
ていますが、持ち運びに不便な点や施
工時に起こる事故など絶えません。そ
ういった問題解決に繋がる製品になっ
ています。ぜひお気軽にお声掛けくだ
さい。

ハーフPca逆Ｔ擁壁ハイティ－ウォール

NETIS 掲載期限終了技術

旧NETIS

D
用樹脂製敷板「Wボード」

NETIS CG-150003-VE

No.CB-080014-A

住所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南４丁目２-１０ 南近代ビル９Ｆ

住所

〒682‐0954
鳥取県倉吉市谷605-33

TEL

092-472-6463

TEL

0858-24-6650

D05 東亜グラウト工業㈱

省力化・省人化・工期短縮に有効な
埋設型枠「デコメッシュ」

崩壊土砂や土石流などの土砂災害に対応する
柔構造物工法

デコメッシュは、防錆性に優れた高耐
食性めっき鋼板による特殊金網を用い
た8.5ｋｇ/㎡/枚の超軽量埋設型枠で
す。型枠外部の支保工や組立て足場は
原則不要で、コンクリート打設後の脱
枠作業も不要です。 更に運搬・加工・
組立も容易であることから、工期短縮・
省力化・省人化・安全性の向上が図れ
コンクリート工の生産性向上が可能とな
ります。

斜面崩壊や土石流などの流下防止対策
工を紹介しています。当社では高エネ
ルギーの落石対策、斜面崩壊による流
下土砂防止対策、土石流災害直後の二
次災害防止を目的とした土石流対策な
どを行っています。
また、下水管を主とした管路更生（調査・
洗浄・更生・耐震化）も行っています。
本フェアでは管 内 洗 浄 技 術と既 設 管
きょの耐震化技術を展示しています。

平成30年３月末掲載終了技術）

住所

〒861-8041
熊本市東区戸島6-26-15

住所

〒812-0015
福岡市博多区山王1-1-29

TEL

096-389-1895

TEL

092-402-0587
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F
土石を捕捉した土石流対策工

地震対策

NETIS KT-070100-VE（活用促進技術

環境・リサイクル

E

D04 フリー工業㈱

デコメッシュ 重力式擁壁工事
（夜明けダム）

防災・災害対応・安全対策

現場打ち鉄筋コンクリート擁壁のたて
壁部分を鉄筋コンクリート製プレキャス
ト製品とし、施工の効率化と品質の向
上を達成した製品です。控え壁開口部
の大型化や前壁厚の統一など、現場作
業が効率的に行える形状となっていま
す。土圧の分布状態にあわせて製品の
規格を選定できるため、経済的な設計
が可能です。

C

維持管理・長寿命化

D02 昭和コンクリート工業㈱

B

設計・施工

鋼製スリットダムAＢ型

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

D01 日鉄建材㈱

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害対応・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

D06 ㈱エムオーテック

D07 不二高圧コンクリート㈱

福岡支店

高度化・多様化するニーズに応える
エムオーテックの「特性商品」

SDGｓを通じたインフラ長寿命化への提案

当社は技術と環境の調和を目指す重仮
設のパイオニア企業です。 高支持力・
高耐震性・低コスト・短工期を実現する
次世代杭工法「ＮＳエコパイル」、崩落
災害発生時や法面工事で設置・撤去が
容易な仮設防護柵「パネル式防護柵」、
軽量化を実現・人力で組立可能な移動
式仮設ガードレール「ミニガードシステ
ム」、工事現場の躯体品質向上・コスト
削減・工期短縮を実現する「円形鋼管 「パネル式防護柵(支柱打込式)」設置状況
切梁」を特性商品としてラインナップし
ております。

昨今の課題であるｲﾝﾌﾗ長寿命化につい
て、LCCをVFMも含めた視点からご提
案を致します。
塩害対策と合わせ温室効果ガスの発生
を抑制が可能なスーパーハイブリッドを
用いたプレキャスト製品

NETIS TH-110020-VE(NSエコパイル )

NETIS QS-160030-VE

KT-200003-A(円形鋼管切梁)

塩害にも非常に高い効果が期待出来ます！

住所

〒812-0039
福岡市博多区冷泉町5番32号 オーシャン博多ビル

住所

〒861-4114
熊本市南区野田1-4-72

TEL

092-283-0380

TEL

096-358-6105

D08 タキゲン製造㈱

D09 城東リプロン㈱

試作品・特注品をスグ創ります-協力開発のタキゲン -

ものづくりの力で、雨水と共存する明るい水来へ。

タキゲンは産業用金具の総合メーカー
として様々なお客様のご要望にお応え
し、協力開発を進めて参りました。 今
回 の 展 示 会 で は、IoT向 け 無 線 の
LPWAを使って遠隔操作できるキープ
型ソレノイド内蔵の平面ハンドルや、工
具レスで簡単に組立てが可能な間仕切
り他多数を展示します。「数は少ないけ
れどすぐに欲しい」「オーダーメイドの
試作製品が必要」など、どんなことで
もご相談ください。試作品や特注品を
1個から製作致します。

気候変動により近年増加傾向にある豪
雨や水害。
また市街地では都市化が進み、郊外で
は大型の開発案件等により、雨水流出
抑制施設の設置がますます必要となっ
ています。
弊社製品の「ハイドロスタッフ ®」や「ス
ティックフィルター®」は雨水問題への
切り札として活躍の場を広げておりま
す。

み ら い

「ハイドロスタッフ ®」 高等学校校庭
地下調整池工事

LPWAに最適なキープ型平面ハンドル

NETIS KT-200075-A
住所

〒811-0123
福岡県粕屋郡新宮町上府北3-9-36

住所

〒104-0045
東京都中央区築地６-１9-２０ニチレイ東銀座ビル９階

TEL

092-410-9888

TEL

03-6281-5943

旭化成アドバンス㈱
建材本部 環境資材事業部

D10 日野興業㈱

D11

仮設トイレのリーディングカンパニーが
「快適トイレ」を提案

人と自然と未来を見つめる土木事業

日野興業（株）は、仮設トイレのリーディ
ングカンパニーとして設立７０周年を迎
えました。今回の出展では日本のイン
フラを支える建設現場向けであり、災
害時の避難所にも設置されることのある
「快適トイレ」、また新提案の九州国産
木材を使用したCLTを活用した「木造
トイレ」を展示します。日野興業ブー
スで最新の仮設トイレをご覧ください。

環境資材事業部では、道路や河川、た
め池や調整池、ダム、処分場、港湾等
の造成・補強・災害復旧をはじめとした
土木工事に使用されるジオシンセティッ
クスを中心に土木資材を提供していま
す。
写真は、布製型枠に流動性コンクリー
ト又はモルタルを圧入するコンクリート
体成工法「ファブリフォーム ®」です。
快適トイレ WGX-WCLHP快適

ファブリフォーム ®

NETIS KT-180110-VE

NETIS KT-220091-A

住所

〒272-0004
千葉県市川市原木3024番地

住所

〒810-0012
福岡市中央区白金一丁目20番3号

TEL

047-318-8761

TEL

092-526-2113
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空気をいれるだけ。エアー造形技術の利点を生かして、
多分野への課題解決へのお手伝いをします。

周辺環境と調和した自然回復を最終目的とする
土砂崩壊防止対策工法

空気を入れるだけで設置ができるエアー式
商品

住所

〒901-1113
沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武345

住所

〒889-1602
宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

TEL

098-894-7420

TEL

0985-64-5399

D17 レジェンドパイプ工法協会

亜鉛-10％アルミニウム合金めっき鉄線を用いた
先めっき溶接金網

地下水位を低下して地すべり、
液状化現象を抑制する新工法
地すべりや液状化現象を抑制する最も
効果的な方法は地下水位を下げ、水に
よる影響を排除することです。レジェン
ドパイプ工法は推進工法により深い箇
所にスピーディに排水パイプを設置し、
地下水位を下げ、地すべり、液状化現
象を抑制します。使用する排水パイプ
は開孔率、空隙率が大きく集水性能に
優れています。点で集水する有孔管に
比べ面で集水するためフィルター部の
目詰まりが起きにくく、洗浄によるメン
テナンスも容易です。

擁壁工、補強土壁、ドレーン工、
立入防護柵

D
MPDパイプ：φ310

NETIS CB-220014-A
住所

〒660-0091
兵庫県尼崎市中浜町19番地 日亜鋼業株式会社内(事務局：日亜鋼業株式会社)

住所

〒432-8001
静岡県浜松市西区西山町１８３１-４

TEL

06-6416-9484

TEL

053-485-2050

高知トップ教材
D19 （公財）
高知県産業振興センター

自然災害にAIで対抗！
計測データの学習分析による管理基準値設定

トイレに見えないオシャレな形新発想の防災トイレ
84防災トイレは災害時だけでなく普段
遣いができる簡易トイレです。出展ブー
スでは展示品に座っていただき強度や
使用感など確かめていただき他社製品
との違いを説明させたいただきます。

環境・リサイクル

E

D18 西日本技術開発㈱

F
計測器とAIによる防災システムのイメージ

84防災チエア・普段は腰掛災害時は
防災トイレといて使用

住所

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通1-1-1

住所

〒781-5103
高知県高知市大津乙204-2

TEL

092-781-2833

TEL

088-866-8466
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地震対策

挙動計測による監視（伸縮計、傾斜計
など）がされている斜面に対して、『崩
れなかった』という実績に着目し、蓄
積された計測データをAIにより学習分
析(RBFネットワークを利用)することで
『ここまでは動いても安全』の管理基
準を設定する方法を開発しました。 現
地のデータをリアルタイムで評価し、
防災情報の発信や機器の制御を行う総
合防災システムに組み込むことで信頼
性の高いソフト対策を実現することを
可能にします。

防災・災害対応・安全対策

『ハイパープレメッシュ』は、連続式溶
融めっき方法により製造されためっき線
を用いている溶接金網です。
材料には、めっき層中に10％以上のア
ルミニウムを含有させ、300g/㎡以
上のめっき付着量を有する溶融亜鉛
-10％アルミニウム合金めっき鉄線を
用いています。めっき層表面に生成す
る強固な酸化被膜によって、腐食が抑
制されるとともに、耐食性を有する純
めっき層が厚いため、優れた耐久性を
示します。

C

維持管理・長寿命化

D16 ハイパープレメッシュ協会

B

設計・施工

弊社は空気で膜体を膨らませる
「エアー
造形」の技術を利用し、コロナ禍で感
染者を隔離する「エアー式簡易陰圧室」
の開発を行い、全国各地で約250台
を納品しました。エアー造形の特徴は
「オーダーメイドが簡単」「使わないと
きはコンパクトに収納」「1台から製作
可能」という点です。この利点を生か
して、医療・動物医療・防災・建設分野
で開発した事例をもとに、エアー造形
技術の利用可能性について説明しま
す。

「フィット筋工法」の五つの特徴
特徴１．タフ・ターフ（高強度植生マット）
土壌浸食防止マットに、高強度のジオグリットが組み合わされ、高い引張り強度が備わった
法面保護用マット。
特徴２．ベルトフレーム（横枠）
ジオグリッドをベルト状にしたフレーム。高強度植生マットが地盤に密着するように押えます。
特徴３．ホールディングバー（縦枠）
斜面に張付けた高強度植生マットと横枠を押える為の鉄筋で、縦方向に複数本配置し、凹
凸の地盤でも鉄筋に曲げ加工を施し、高強度植生マットが密着するように押えます。
特徴４．ソイルネイル（直打ち鉄筋挿入）
ホールディングバーに沿った位置で地盤にソイルネイル（鉄筋）を打込みます。地中に挿入
された鉄筋はロックボルトの役目をし、のり面安定化を図ります。
特徴５．フックホルダー（連結）
フックホルダーは、地中に挿入された鉄筋の頭部に取り付け、表面に配置したホールディン
グバーと連結し、一体化させる役目をします。

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

D13/S09 ㈱ワン・ステップ

D12 フィット筋工法技術研究会

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

三昭紙業㈱
D19 （公財）
高知県産業振興センター

無足場ロックボルト工法の
パイオニア・スタンドドライブ工法（SD工法）

土佐和紙の伝統と最先端の製紙技術を活かした
高機能不織布

足場を組めない、重機の入らない、そ
んな現場条件でもロックボルトの施工
ができるスタンドドライブ（SD）工法
の展示を行います。阿蘇大橋地区斜面
対策工事にも採用され、約8500本を
施工しました。高い汎用性とコスト工期
縮減が可能なSD工法ブースに是非お
こしください。

土佐和紙の技を取り入れた高機能不織
布を通して、市場のニーズに応える製
品を製造しております。 具体的には、
不織布の加工・販売（介護・キッチン
用品）、化粧品（フェイスマスク）及び
医薬部外品（ウエットティシュ）の製造・
販売を生業としております。不織布は、
スパンレース製法を採用し、合成接着
剤を使用しない環境にやさしいものを
主体としております。柔らかいうえに丈
夫で破れにくく、高い吸水性が特徴で
す。

設計・施工

B

㈱海昌
D19 （公財）
高知県産業振興センター

維持管理・長寿命化

C

防災・災害対応・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

阿蘇大橋地区斜面対策工事の様子

住所

〒781-0270
高知県高知市長浜3107番地5

住所

〒781-1111
高知県土佐市北地2424-7

TEL

088-855-7817

TEL

088-854-0521

MY WET除菌シート350枚・
大容量除菌シート

㈱オサシ・テクノス
D19 (公財)高知県産業振興センター

D21 PAN WALL工法協会

斜面や河川に電池5年駆動の
センサを設置しクラウドで見える化

防災・減災で安全な地山補強土工法

株式会社オサシ・テクノスは防災に特化
した計測システムのメーカーです。 豪
雨災害の危険が潜む道路脇斜面や中小
河川、水路などにセンサを設置し、計
測データをクラウド上で見える化できる
監視システムを得意としており、47都
道府県すべてに導入実績があります。
今回は、新たに開発したLPWA通信対
応を2種類展示します。 電池で5年駆
動かつ小型軽量の【地表面傾斜計】と
【超音波式水位計】です。

PAN WALL（パンウォール）工法は、
表面工にプレキャストコンクリートパネ
ルを使用した地山補強土工法です。1
段毎に法面が完成していく『逆巻き施
工』により、法面の急勾配化（垂直～
5分勾配）を図ることが可能です。 長
大法面の低減やブロック積み擁壁・河
川護岸などの既設構造物の補強、災害
復旧に活用できる防災・減災・国土強
靭化に効果を発揮する地山補強土工法
です。

地表面傾斜計【Clino-EYE】

長大法面・掘削土量の低減

NETIS CB-170019-A
住所

〒780-0945
高知県高知市本宮町65番地3

住所

〒810-0001
福岡市中央区天神3-10-1

TEL

088-850-0535

TEL

矢作建設工業株式会社

天神源氏ビル 702

九州支店

D22 旭イノベックス㈱

D23 東京インキ㈱

洪水から人を守る無動力自動開閉ゲート

テラセル工法が、擁壁・基礎・のり面・路盤など
様々な場面で活躍

バランスウェイトとフロートにより、わ
ずかな水位差で自動的に開閉します。
また、自動開閉による無人化で、近く
に樋門管理人がいない場所や電気など
の動力源が確保できない場所でも、確
実な開閉を実現しました。また、無動
力自動開閉する事で操作員の安全も確
保できる樋門ゲートです。 今回出展し
たオートゲートは技術が認められ第五回
「ものつくり日本大賞」（経済産業省）
にて【内閣総理大臣賞】も受賞してお
ります。

『テラセル擁壁工法』の主な特徴としては、①材
料が軽量で組立に重機を必要とせず人力施工が
可能②コンクリート基礎工が不要のため工期短縮
が図れる③現地発生土を転用できるので残土が
軽減でき緑化が可能などです。従来のブロック積
に比べ経済性や施工性に優れた工法で、全国の
災害復旧現場でも数多く採用されています。
その他にも、地盤対策としての『マットレス工法』、
緩勾配のり面の表層浸食を防止する『のり面保
護工法』、路盤の長期的な安定・強化をはかる『砕
石舗装工法』などもご紹介しています。

オートゲート（3.00m×2.75m）

NETIS TH-990145-VE（期間満了により掲載終了）

NETIS CG-160016-VR／HK-220002-A／KT-090023-VE(2020年3月満了）

住所

〒819-0006
福岡市西区姪浜駅南４丁目１２-１２

住所

〒816-0912
福岡県大野城市御笠川3-13-5

TEL

092-892-4521

TEL

092-503-8979
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D25 ＪＦＥ建材㈱

落石、崩壊土砂、雪崩から保全対象物を防護する工法

既設不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加できます
近年、短時間豪雨や局所的豪雨が原因
で流木による被害が拡大しています。
国土交通省では、既設不透過型砂防堰
堤について、流木捕捉効果を高めるた
めの改良を行い、既設不透過型砂防堰
堤の有効活用を積極的に進めるとして
います。
JーHDスリットは、既設不透過型砂防
堰堤に極力手を加えずに、堰堤本体上
流側に直接設置でき、流木捕捉機能を
付加でき、建設技術審査証明書を令和
4年1月31日付で取得しています。

RGB工法（落石防護補強土壁工法）

住所

〒950-0954
新潟県新潟市中央区美咲町1-5-5

住所

〒812-0025
福岡市博多区店屋町1－35

TEL

025-201-9157

TEL

092-263-1561

J-HDスリット（既設堰堤張出タイプ）

博多三井ビルディング2号館

D26 中大実業㈱

D27 ㈱スティ－ルド

災害対策をもっと簡単に！
川裏側に設置する新しい無動力ゲート

集排水能力がさらに進化した
地すべりを防止する新たな管材

河川の樋門や樋管のゲートの管理は大
雨が降る度に昼夜関係なく人力で操作
する場合があり、危険が伴っておりまし
た。 そのような問題を解決するため、
当製品は急なゲリラ豪雨などの増水時
に川表のゲート補助と機能性を向上し、
災害時の操作員の安全確保をする目的
で開発されました。災害対策が急がれ
る今、従来のゲートはそのままに新しく
川裏側に低コストで簡単に設置するこ
とができるのが、当製品「マルチフラッ
プゲート」です。

本製品は地すべりの防止工法（横ボー
リング工）に効果を発揮する管材です。
特徴としてパイプ本体を抗菌仕様とし、
酸化鉄細菌や藻類等の発生を抑制する
効 果があります。 また表 面 開 口 率が
６０％以上であり集水性の向上。圧縮、
荷重扁平、引張強度に優れ、地形の変
化にも破断することなく追随します。パ
イプ本体にはフィルターを設置し排水
管内部への土粒子の制御を行い、管内
閉塞を防止する長期持続性のある優れ
た管材です。

C

ウォーターロードパイプ（網状集排水管）

〒060-0009
北海道札幌市中央区北9条西24丁目3-12

住所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル 9F

TEL

011-624-0455

TEL

092-483-3001

D29 ㈱熊本ヤマウ

VR技術の活用により工事現場での
安全教育の課題を解決！

流域治水対策に於けるプレキャスト雨水貯留

大量の雨水を、一度に川に流さないための
貯留施設

〒861-8035
熊本市東区御領５丁目10-8

住所

〒862-0942
熊本市東区江津3-4-12ハギノ51ビル４F

TEL

096-213-9733

TEL

096-377-1000

地震対策

F

住所

35

環境・リサイクル

E

D28 ㈱仙台銘板

自然災害から生命・財産をまもるため
の一つテーマとして流域治水対策があ
ります。
我社はコンクリート二次製品が、生活
環境づくりや安心、安全な街づくりに
貢献できる様に日々、新製品の開発に
取組んでおります。今年の提案は、ア
クアポンドS・M・L、オープン調整池、
雨水貯留槽ボックスの5タイプのプレ
キャスト雨水貯留施設です。

防災・災害対応・安全対策

D

住所

PC不要の簡単操作で死亡災害要因の
上位を占める事故をリアルにVR体験

維持管理・長寿命化

製品設置イメージ図

B

設計・施工

Geo BANK工法（ジオバンクコウホウ）
には３つの分類があります。ジオグリッ
ドを用いた補強土壁を構築し落石に対
応する「RGB工法」、崩壊土砂に対応
する「EGB工 法 」、 雪 崩 に 対 応 する
「SGB工 法 」 です。 落 石に対 応 する
RGB工法は緩衝体に立体ハニカム構
造 の ジ オ セ ル を 用 い ることで 最 大
４５００ｋJ～の落石エネルギーに対応す
ることが可能です。

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

D24 Geo BANK工法研究会

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害対応・安全対策

D

環境・リサイクル

E

地震対策

F

D30 ㈱シーテック

D31 三菱電機㈱

送電鉄塔の保守から生まれた小土木
（KODOBOKU）技術

浮かべるだけでため池を監視
水面状況監視サービス「みなモニター」

山岳地に建設された送電鉄塔の保守
は、重い工具や資材の運搬も厳しい中、
作業員が自らの足で現地へ向かい行っ
ています。そのような厳しい制約の中、
作業員のアイデアから生まれたのが小
土木技術です。重機不要、軽量そして
高耐久性を実現しました「ストーンバッ
グ」「鋼製しがら」「雨水誘導マット」。
昨今全国で多発している自然災害に、
当社の小土木技術を是非ともお役立て
ください。

送電鉄塔傾斜に敷き詰めた雨水誘導マット

住所

〒459-8014
愛知県名古屋市緑区忠治山１０１番地

TEL

052-710-1129（電力本部

営業部

D32 東興ジオテック㈱

営業2G）

九州支店

水面状況監視サービス「みなモニター」
をご紹介します。ブイ型水面センサを
水面に浮かべ、ため池などの水位をご
提供します。 特長は、１．ため池の水
位をいつでも監視できる ２．基礎・電源・
通信工事不要！浮かべるだけなので設
置がかんたん ３．導入後のメンテナン
スなどの手間がかからない ４．災害時
も活用可能！停電時にも活用可能！ ５．
悪天候でも危険な現場に行かずに監視
できる ぜひ、展示ブースにてご覧く
ださい！

住所

〒100-8310
東京都千代田区丸の内2-7-3

TEL

03-3218-2633

三菱電機水面状況監視サービス
みなモニター

D33 アストロデザイン㈱

環境に配慮し防災機能の高い法面や斜面を再生

遠隔監視

最近は線状降水帯等の出現により、毎
年のように豪雨災害が発生しています。
私たちの会社では生物多様性や地域景
観に配慮した自然回復緑化のための研
究と開発をおこなっています。 今回、
出展する工法はいずれも国内産の種子
に着目し、種子本来が持つ固有の性質
を利用して、防災機能を高めた緑化工
法です。

立入の難しい所に電源不要で置く！ 人
に付ける！ モノに付ける！ など、遠隔
監視に関するお悩みを解決します。

斜面樹林化工法：施行2年後
ASLS-150

住所

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1-19-3

住所

〒145-0066
東京都大田区南雪谷1-5-2

TEL

092-441-7325

TEL

03-5734-6301

D34 ㈱プロテックエンジニアリング

D35 中央開発㈱

落石や崩壊土砂、土石流・流木から
人々の安全な暮らしを守ります

いち早く危険を感知！
斜面崩壊予兆の遠隔自動モニタリング

無流水渓流（小規模渓流）向け杭式（杭
基礎）土石流・流木対策工をはじめ、落石
と崩壊土砂の両方に対応できる杭式の鉛
直式防護柵や、斜面設置型のエネルギー
吸収型落石防護柵などをご紹介します。
プロテックエンジニアリングは、落石、崩
壊土砂、土石流・流木等の防護柵や防護
擁壁等を開発する自然災害対策製品メー
カーです。 開発から営業、設計、製造、
施工までの一貫体制で豊富なラインナップ
から最適な対策工をご提案します。

自然および人工斜面は、緩みやすべり
等を要因として、徐々に傾斜変動して
いきます。「感太郎」は、この傾斜変
動を捉えることを目的として開発された
傾斜センサーです。従来の計測機器と
比較して、設置の簡素化と多点化が可
能になり、自動監視システム「観測王」
との組み合わせによって、斜面災害に
対する迅速な情報提供を可能にします。
無流水渓流（小規模渓流）向け
土石流・流木対策工

感太郎による遠隔自動モニタリング

NETIS KT-210079-A
住所

〒811-2305
福岡県糟屋郡粕屋町柚須86-1

TEL

092-624-0032

電源不要の置くだけ監視

担当部署：九州支店
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住所

〒169-8612
東京都新宿区西早稲田3-13-5

TEL

03-3208-3111

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
D37 ㈱ミズノマリン

マシンガイダンス iDigをはじめ
現場の省力化製品を多数展示

対津波用救命艇シェルター・
水害対策用ポリエチレンボートの展示・販売
対津波用救命艇シェルター、水害対策
用ポリエチレンボートの展示・販売を行
います。
水際のプロとして海岸・河川沿いの新
たな形の災害対策をご提案させて頂き
ます。
各種製品への試乗も可能ですので是非
弊社ブースまでお越しください。
水害対策用ポリエチレンボート
「Whaly Boat」

後付け式マシンガイダンスシステムiDig

NETIS KT-170111-VR
住所

〒816-0912
福岡県大野城市御笠川6-1-6

TEL

092-504-1335

九州支店

住所

〒561-0841
大阪府豊中市名神口1丁目12-15

TEL

06-6863-5233

D39

常時・災害時使用可能な
完全自己完結型循環式水洗バイオトイレ

地震後の火災に要注意！
「感震ブレーカー」
地震がおさまって電気が復旧した時が
危険です。大きな地震が来ると送電線
の保安点検のため一時的に停電になる
ケースがあります。
電気が復旧したときに倒れたストーブな
どによる二次災害の危険が潜んでいま
す。通電火災の二次災害に備えるのが
感震ブレーカーの役割です。感震ブレー
カーは震度５強以上の地震を加速度セ
ンサーで感知、分電盤の主幹ブレーカ
を強制遮断して電源をストップします。
感震ブレーカで二次災害を防ぎます。

完全自己完結型水洗バイオトイレのイメージ

D
地震後の火災に要注意！「感震ブレーカー」

住所

〒892-0836
鹿児島県鹿児島市錦江町9-1

住所

〒540-6216
大阪府門真市大字門真1006番地

TEL

099-248-7077

TEL

06-6908-1121

D41

開成水管理システムで安心・安全な施設管理をご提案！

次世代へ届ける確かな技術、社会・市場と繋ぐ架け橋に

開成工業とTOAは、水門等における施
設管理の課題である「操作員の安全性
確保と省力化」に効果的な開成（KS）
水管理システムをご提案します。「いつ
でも、どこからでも」皆さんのスマホ
やパソコンから、現場状況の映像確認
と施設の遠隔操作が可能です。すぐで
きる対策を目指し、設計や工事に手間
をかけない低廉で操作も簡単なシステ
ムですので、安心・安全な施設管理に
お役立てください。

我々、プレストレスト・コンクリート建設
業協会は、以下の４つの役割を果たし
ます。
１.市場対話
２.技術支援
３.生産支援
４.社会への働きかけ

地震対策

F

出展の見どころは、プレストレスト・コ
ンクリート技術を模型及び動画を用い
て解り易く説明致します。

溜池の遠隔監視・制御
松橋町萩尾溜池への採用事例

令和２年７月豪雨での災害対応・橋梁点検調査

住所

〒861-0124
熊本市北区植木町石川４５０-1

住所

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル ㈱富士ピー・エス内

TEL

096-272-5521

TEL

092-751-0456

37

E

環境・リサイクル

(一社）プレストレスト・コンクリート
建設業協会 九州支部

D40 開成工業㈱/ＴＯＡ㈱

防災・災害対応・安全対策

年間多くの登山客がいる富士山にて、
し尿処理問題を解決した「杉チップを
用いた循環型し尿処理技術」を、【完
全自己完結型水洗バイオトイレ】とし
て、常時、災害時でも快適なトイレ環
境が設置場所を選ばずに提供できるよ
う開発中です。その技術や実績、現在
の開発状況について展示・説明いたし
ます。また、農業効率アップ・
「田んぼ
ダム」効果アップのツールとして、水
田バルブ・堰をスマホで開閉できる製
品も同時に展示します。

C

維持管理・長寿命化

パナソニック㈱
エレクトリックワークス社

D38 南国殖産㈱

B

設計・施工

建設資材のパイオニアとして、企画、開発、
製造の一貫体制のもとに『人と地球にやさし
い創造力』で、お客様から求められるサービ
スを、常に確実にご提供させていただいてお
ります。
独自の工夫をこらしたオリジナル製品を開発
し、工事現場における省力化・安全化に貢献
いたします。
「建設土木仮設資材の企画、開発、製造、レ
ンタル」
「環境関連商品の開発、製造、販売、レンタル」
「レーザー、測量機器の販売、修理、レンタル」

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

D36 ㈱ホーシン

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

D42 （一財）熊本県ドローン技術振興協会

D43 （特非）九州コンクリート製品協会

プロの為のドローン総合訓練・支援機関

防災・減災のみならず、
災害復旧にも使用されるコンクリート製品等
当協会は、九州・沖縄のコンクリート製
品メーカー４２社・９３工場で構成され
た協会で、高品質なコンクリート製品
の供給で「安全・安心」な社会資本形
成の一翼を担っています。平成２７年に
九州地方整備局と災害時の対応に
ついて協定を締結、「平成２８年熊本地
震」をはじめとする災害発生時に対応
を実施してきました。今回は、これま
での災害で『緊急復旧』に使用された
実績のあるコンクリート製品等のパネ
ル及び映像を展示します。

一般財団法人熊本県ドローン技術振興
協会は、専用訓練場、施設、機材、指
導員を有しており、ドローンの最新の
知識・技術が習得可能です。また、新
しく始まる無人航空機操縦士国家資格
の全ての科目を受講可能です。

設計・施工

B

維持管理・長寿命化

C

防災・災害対応・安全対策

D

住所

〒861-5289
熊本市西区上松尾町2880番地

住所

〒862-0950
熊本市中央区水前寺3-9-5

TEL

096-327-9940

TEL

096-381-8999

D44 (公財)阿蘇火山博物館
阿蘇中岳「観光防災」の要！
阿蘇火山博物館の火口カメラ
2021年10月20日の噴火で被災した火
口カメラが今年10月に仮復活しました。
「火口カメラ」は中岳の研究、観光、防災、
教育に大きく貢献してきたシステムです。
今回はシステム開発の「NECネッツエス
アイ(ネシック)」と運営管理の「阿蘇火
山博物館」が協働でカメラの仕組みと役
割を紹介します。
今なお自主規制が続いている中岳火口見
学ですが、今回は特別に火口カメラの映
像を現地で生放映します。

住所

〒869-2232
熊本県阿蘇市赤水1930-1

TEL

0967-34-2111

火口カメラの仕組み

環境・リサイクル

E

地震対策

F
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災害復旧にこそ、コンクリート製品を！
！

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022

国産木材を利用した環境にやさしい地盤改良工法
環境パイル（S）工法とは、国産木材
を利用して家を支える『地盤補強工事』
です。
ＡＱ認証もしくはＪＡＳ認定を取得してい
る工場で、あらかじめ加圧注入保存処理
（防蟻、防腐処理）を行い、圧入に長
けた施工重機にて地盤中に無回転で圧
入し支持力を得る工法です。また、木
材の有効活用、地盤改良工事を木材に
置換することにより二酸化炭素の削減
を実現し環境負荷低減に貢献します。

E

B
施工状況

住所

〒866-0034
熊本県八代市新港町三丁目2-14

TEL

0965-37-2800

E04

熊本地震後も地域の復旧に貢献した
オイレスの免震・制震装置

非開削で行う既設マンホールの地震対策工法

現在の日本において、地震や台風など
の自然災害は全国どこでも起こりうる
ものとなりました。
今後はこれら災害から建物や資産を守
る備え（BCP対策）がさらに必要とな
ります。
まだまだ続く物流や半導体の需要、地
方都市の再開発やランドマーク建設・
インフラ整備などに対し
オイレス工業はこれまで30年以上かけ
て培ってきた免震・制震技術で、「街・
くらし」を守り続けます。

震災時のライフラインの確保は重要な課題
です。下水道施設の耐震化もこの中の一
つです。特に被害の集中する「マンホール
と管接続部の耐震化」及び「マンホールの
浮上抑制」の必要性は高まっています。
しかし、開削工事による既設管路の耐震化
は、費用の増大以外に、施工期間の長期
化により、地域住民の生活及び交通に影響
を与えます。
本協会では、
これらの諸問題を解決する「非
開削による地震対策３工法」を取扱ってい
ます。

〒108-0075
東京都港区港南1-2-70

TEL

03-5781-0320

品川シーズンテラス5F

住所

〒812-0034
福岡市博多区下呉服町2-29

TEL

092-283-5155

D
非開削で行う既設マンホールの地震対策工法

栗原工業ビル 3F

防災・災害・安全対策

住所

実大免震装置を用いた大変形性能試験の
様子

C

維持管理・長寿命化

下水道既設管路耐震技術協会
九州・沖縄支部

E03 オイレス工業㈱

設計・施工

地震・地盤対策

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

A

E02 高原木材㈱

地震・地盤対策

E

地震対策

F
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A

導入を促す
i-Construction
建設技術革新ＣＩＭフェア

F01 ㈱カナサシテクノサービス
給水管に直結した非常用飲料貯水タンク
『飲料貯水給水管』

F

B

防災関連衣料・食料・
住宅及び感染症対策

設計・施工
維持管理・長寿命化

C

防災・災害・安全対策

D

環境・リサイクル

E

マンションの防災力向上や企業のBCP
対策としてご提案いたします。 給水管
に直 接 接 続した水 槽が、 非 常 時に約
1000人分の飲料水を確保します。近
年は、水質が安定する直結給水方式へ
の切替が推奨されていますが、受水槽
を無くす事で非常時の貯水機能が失わ
れてしまいます。本製品は直結給水方
式による水質の安定と、貯水機能を兼
ね備えたハイブリッド型水槽です。地下
に埋設することで建物のデザインを損
ないません。

住所

〒424-0051
静岡県静岡市清水区北脇新田279

TEL

054-344-3636

飲料貯水給水管イメージ図

F02 ミズノ㈱

F03 日本ハム㈱

スポーツで培ったノウハウをもとに
幅広いご提案を致します。

お肉の防災食 ～陸上自衛隊戦闘糧食モデル～

かつて防災服・防災品は、安全を最優
先した商品が中心でした。
しかし、昨今災害が頻繁に発生する中
で安全性に加え快適性が求められ、災
害発生時の作業性や、その後の労働意
欲にも大きな影響を与えるとされてい
ます。ミズノはスポーツシーンで培った
開発テクノロジーと機能を生かし、さま
ざまなシーンで使用される商品をご提
案致します。

災害発生時に特に不足しがちな食品と
いわれる『お肉』を、5年6か月(製造
日から)の保存が可能な防災食にしまし
た！
日本最大のたんぱく質供給メーカーと
して、いざという時に、簡単に美味しく
召し上がれるお肉のおかずをご提案い
たします。インパクトのあるパッケージ
にも、ぜひご注目ください！
陸上自衛隊戦闘糧食モデル防災食
全4種展開
視認性・快適性に優れたレインウエア

住所

〒812-0853
福岡市博多区東平尾3丁目1番32号

住所

〒141-6012
東京都品川区大崎2-1-1

TEL

092-611-1231

TEL

03-4555-8490

F04 マルキ㈱
揖保乃糸素麺を使い、
賞味期限5年の防災食を作りました
乾麺の素麺をフリーズドライ製法で作
り、お湯を注ぐだけで暖かい素麺（にゅ
う麺）が食べられる商品です。スープ、
箸、紙容器もセットしています。

防災関連衣料・食料・
住宅及び感染症対策

F

揖保乃糸防災食

住所

〒671-2508
兵庫県宍粟市山崎町上牧谷234

TEL

0790-65-0306
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日本製の頑丈で使い易い地下防災シェルター
機械屋が製造する堅固で安全・快適な
地下シェルターです。災害時に、安全
に降りやすい階段設計です。子供やお
年寄りの方でも使いやすいです。

G

TM地下シェルター

住所

〒885-0004
宮崎県都城市都北町7210-2

TEL

0986-47-1825

G02 浅香工業㈱

G03 コンビウィズ㈱

緊急時の救助や復旧、
減災に使用する安全な道具をご提供します。

避難所でも赤ちゃんのスペースを。
段ボール製ベビーコット

住所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南５丁目１９-７

住所

〒111-0041
東京都台東区元浅草2-6-7

TEL

092-471-6185

TEL

03-5828-7631

J
Combi ひなん所用コットHB11
ベビーにこっと（3個入）

G05 ㈱ＫＭＴｅｃ

高所作業の落下事故対策
墜落制止用器具

自治体・官公庁向け
防災に特化した安心の国産ポータブル蓄電池

レヴォハーネス ツインコルトリトラ付き

住所

〒679-0295
兵庫県加東市上滝野1573-2

住所

〒849-0923
佐賀県佐賀市日の出1丁目14-52

TEL

0795-48-3851

TEL

050-1748-5330
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M
防災用ポータブル蓄電池
E-SAFE RIKU

国・自治体等

弊社は佐賀市内で蓄電技術を使った製品の開
発・製造をしています。
E-SAFE RIKUは災害時に必要な電気を安心
して使えるポータブル蓄電池です。
①安心の国産ポータブル蓄電池②長期保管が
可能③国産だからできる安心のサポート体制で
すでに九州内の自治体・官公庁に現在35ヵ所
導入頂いています。
ソーラーパネルも同梱で停電が長引いても安
心です。
また医療機器との接続実績もあり、災害時に「命
と生活を守る」ためにご提案を行っています。

研究・技術シーズ

K

G04 藤井電工(株)

藤 井 電 工は「 安 全は愛 」(Safety is
Love)をモットーに世界クラスの製品作
りを目指します。
弊社は創業以来60年余の長きにわた
り一貫して高所作業における墜落防止
（安全）と能率の向上をテーマに、専
門化されたプロユースのための様々な
製品を世に送り出してきました。
あらゆる高所作業における安全と能率
を総合的なシステムとして提供できる
世界で only one の企業です。
ぜひ一度弊社の製品をご覧ください。

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

ベンチ収納型の災害時常備救助セット。

I

避難・備蓄・火災・
救助対策

「大人用の段ボールベッドはあるのにな
ぜ赤ちゃん用がないのだろう。」
そんな想いからコンビウィズはベビー
用品メーカーとして、防災備蓄用段ボー
ル製ベビーコットを開発しました。
工具なしで組み立て可能で1箱に3個
入り。 宅配便対応サイズでコンパクト
に備蓄できます。
避難所でも赤ちゃんの安眠を確保でき
る構造にこだわり、速乾性のあるパッド
やほこり等をよける幌付きとなっていま
す。

津波・風水害・
噴火対策

H

自然災害対策・避難・救助対策

ショベル（スコップ）
、テコバール、ハ
ンマー、担架などの救助用品から、一
輪車、清掃用品などの復旧用品、命を
守る避難BOX、水害対策用品など様々
なツールをご紹介します。
人命救助に当たっては、「生死を分ける
タイムリミットは72時間」といわれて
いますが、いかに災害救助道具の備蓄
（初動）が大切であるかを示しています。
しっかりとした備えで、安心安全な日常
を過ごしましょう。

自然災害対策・避難・救助対策

G

G01 ㈱天神製作所

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
自然災害対策・避難・救助対策

G

津波・風水害・
噴火対策

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M

G06 シーキューブ㈱

G07 天草池田電機㈱

避難所での生活環境の不安を軽減する
商品を紹介します

初期投資ゼロで工場・公共施設の再・蓄・省エネを実現

災害による避難所への緊急避難も多く
なっています。避難所での生活環境は
不自由で特に夜間は安眠できない、ト
イレや家族の居場所がわかりづらい等
でお困りの声も多く聞こえます。
そこで、睡眠の妨げにならない優しい
光と色分けで居住空間や生活導線を照
らし、不安を軽減させる照明「ポール
ＣＵＢＥ」を紹介します。また、集団生
活での不快な生活臭等を軽減する除菌
効果もある無添加無香料の天然消臭剤
「現場消臭」も紹介します。

「初期投資ゼロモデルで工場や公共施
設の再生エネルギー・蓄電・省エネル
ギーの実現」
オムロン㈱と連携し、ゼロカーボンに向
けた計画策定から設計施工、運用の全
プロセスでお客様を支援します。水銀
灯の更新に加え太陽光発電・蓄電池を
リースにて導入いただけます。
夜間の避難所にやさしい光で安堵感
再・蓄・省エネの初期投資ゼロモデル

住所

〒486-0808
愛知県春日井市田楽町字更屋敷１３７８-１

住所

〒861-6102
熊本県上天草市松島町合津2101番地

TEL

0568-44-0514

TEL

0969-56-1121

G08 SEAWALL推進協議会

G09 ㈱エス・アイ・シー

景観配慮型特殊堤「シーウォール」

電気・電池を使わない地震解錠ボックス

シーウォールって何？？
＃シーウォール
＃見える壁
＃アクリル板で防災
＃スケルトン防潮堤
＃景観と防災の両立
＃概念を覆す
＃新しい堤防のカタチ
＃景観配慮型特殊堤
＃景観を守る、命を守る。
＃浸水対策
＃洪水対策
＃透明止水板

地震の揺れを検知し自動で解錠する地
震解錠ボックス。 電気・電池を使わな
いため、色々な災害に役立つ商品です。
防災倉庫や避難所のかぎを管理されて
いる人が不在でも地震の揺れで解錠す
るため人命救助や避難所の開設が迅速
にできます。

耐衝撃性試験（300kg鉄球）の様子

NETIS KK-220008-A
住所

〒651-0087
神戸市中央区御幸通8丁目1-6

TEL

078-222-4106

神戸国際会館18階

住所

〒515-2317
三重県松阪市嬉野野田町26-11

TEL

0598-31-1860

G10 ㈱オガタ装建

G11 （公社）日本技術士会

電気を使わない自動ドア『miimo』
防災 停電時も利用できる

防災支援、暮らしと命を守る技術のチカラ

電気を使わない自動ドアは災害時の停
電の影響を受けないため閉じ込め状態
を防ぎます。駆け込みや挟まれ事故防
止策として高い安全性と手を触れずに
開閉できることにより感染症対策にも
有効です。公共施設や高速道路に順次
導入していただいており、現在建設中
の熊本県防災センターにも採用されて
おります。実際のデモ機を設置いたし
ますのでこの機会に多くの方に体験し
ていただき、地域防災力向上に繫げて
いけたら幸いです。

公益社団法人日本技術士会は、技術士
制度の普及・啓発を図ることを目的とし、
技術士法により明示された我が国唯一
の技術士による公益社団法人です。技
術士とは「科学技術に関する技術的専
門知識と高等の応用能力及び豊富な実
務経験を有し、公益を確保するため高
い技術者倫理を備えた優れた技術者」
で、21の部門があります。 科学技術
を通して様々な社会貢献活動を行って
おり、各地で取り組む防災・減災支援
活動等をご紹介します。

島原市役所

九州本部

当会防災支援委員会作成の携帯用防災カード

住所

〒861-3106
熊本県上益城郡嘉島町上島２４８１-１

住所

〒812-0012
福岡市博多区博多駅前３丁目１９番５号

TEL

096-237-3601

TEL

092-432-4441
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避難所用商品や河川警告灯等
低予算で導入できる商品を集めました

災害時に活躍する
軽キャンピングカー＆愛車に付けるルーフテント

熊本地震での死者数の約8割が避難生
活を通じた心身不調等で亡くなった「災
害関連死」です。避難所での生活を少
しでも楽にできる商品や、避難の目安
となる商品をご案内させていただきま
す。弊社は熊本で創業し約60年、人々
の暮らしの中心である、「水」と「住環
境」を整える薬剤や、「人命」に直結
するＡＥＤや防災商品の販売を行ってま
いりました。 今回は、予算が確保しや
すい低価格の商品を厳選して紹介させ
ていただきます！

日常生活で普通に使える軽キャンピン
グカーＯＫワゴンは、ソーラーパネル、
サブバッテリー、ベッドなど備えており
災害時にも活躍します。また、愛車に
工具不要で簡単にセット出来るベッド
キット、２段ベッドキットがあればエコノ
ミー症候群の心配もありません。
愛車の屋根にセット出来るルーフテン
ト、サイドウオールなども展示します。
今回デモカーを展示しますので、実際
に横になったり体感してください。

住所
TEL

愛車にセット出来るルーフテントです

避難所用の商品等、厳選した商品です。

〒860-0833
熊本市中央区平成3丁目13番18号
096-370-0150

住所

〒841-0043
佐賀県鳥栖市水屋町1947-１

TEL

0942-50-8674

S10 認定NPO法人

ATMと銀行窓口を備えた大型車が
地域を巡回しています。

関係官庁と連携を図り、組織的な活動を展開し、
触れあい体験も実施
一見怖くも見える大型犬が中心ですが、
とても賢く、とても優しいです。
日々訓練を受け、災害が起きた場合、
人間のいけないところにも行って、人
命を助けます。

I

J
肥後銀行移動店舗車「ハモニカー」

住所

〒860-8615
熊本市中央区練兵町1番地

住所

〒860-0053
熊本市西区田崎3-1-4

TEL

096-326-8609

TEL

096-237-9991

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

肥 後 銀 行 で は２ 台 の 移 動 店 舗 車
「HarmoniCar」（ハモニカー）を導入
しています。
本車両は、お客さまの利便性向上と災
害発生時ＢＣＰ対応を目的とし、店舗の
少ない地域や各種イベント会場など、
さまざまな場所で金融サービスをご提
供いたします。
また、災害発生時には緊急対応車両と
してＡＴＭでの現金供給や搭載発電機に
よる電源供給など地域の皆さまにお役
立ちいたします。

九州災害救助犬協会

避難・備蓄・火災・
救助対策

S08 ㈱肥後銀行

H

津波・風水害・
噴火対策

S03 島田商事㈱

自然災害対策・避難・救助対策

G

G12 ㈱尼崎薬品

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M
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G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

H01 ㈱アトラクター
テレビ電波による情報伝達として
新しい防災行政無線が登場

H

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M

新しい防災行政無線の登場です。テレビ
の電波で情報伝達します。
2021年度に消防庁実証実験を全国７か
所で実施して実用性を検証済みです。
（１）音声として防災無線を実現します。
（２）文字としてメッセージを通知します。
（３）避難所等のカギを一斉に開錠します。
屋外設備と併用して屋内の戸別受信にも
最適です。
デマや成りすましのない高い信頼性と公
共性は地域防災として重要です。

BCP・IT-BCP

テレビ電波による防災行政無線のイメージ図

住所

〒389-0102
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１８-８３

Eメール

support@att-star.co.jp

H02 ㈱フェローワールド

H03 東西商事㈱

停電時使用！画期的商品
【高出力産業機器用バックアップ電源】

災害に強いLPGを主燃料とした
可搬式インバーター搭載発電機

介護施設などに設置をされています再
加熱カート、飲食店などに使用されて
いる大型冷蔵庫など大きな電気を出力
する200V三相商品向けに開発致しま
した。停電時90％は約4時間程度で復
旧します。その4時間分を補えるように
することができるのがこのバックアップ
電 源となって おります。 最 大 出 力 は
10.5KWで容量は26.88KVAになっ
ております。また、オプションで100V
電源も使用できるようになっておりま
す。

エルバス・停電時予備電源として使用します

長期保管が可能なLPガスを主燃料とし
た イ ン バ ー タ ー 搭 載 発 電 機 で す。
10kW未満の可搬式ですので、法定点
検が不要で必要な場所へ分散設置が可
能です。単相モデルも200/100V同
時出力を実現し、三相動力モデルでは
フォークリフトや業務用空調機・ポンプ
など幅広いニーズにも対応可能です。
また、セルスターター方式ですので、
誰でも簡単に始動が可能です。さらに
周波数切替式ですので、日本全国でご
使用いただけます。

住所

〒870-1203
大分県大分市大字野津原1604番地

住所

〒106-0044
東京都港区東麻布1-26-8

TEL

097-579-6115

TEL

03-3585-3351

Vectorシリーズ

H04 あいおいニッセイ同和損害保険㈱

H05 東京海上日動火災保険㈱

自然災害リスクに備えた
事業継続対策をサポートします。

必見！プロ実演！知られざる災害復旧技術！

・台風・豪雨・地震による建物被害をリア
ルタイムで予想する世界初のウェブサイ
ト・アプリ「cmap」をご提供いたします。
・地震・津波・洪水・土砂災害・台風のハザー
ド情報が掲載された「ハザード情報レポー
ト」をでご提供いたします。
・
「BCPキットくん」を活用した「貴社独
自のBCP」の策定を支援いたします。
・事業継続力強化計画の策定を支援いた
します。
・貴社のSDGｓの取組み状況を分析・診
断いたします。

保険会社の仕事は保険金のお支払いで
おしまいと思っていませんか？
災害がいつ起こるかわからないこのご
時世、被災してから日常業務に戻れる
までの早期復旧がカギとなります。
弊社は世界28カ国に240拠点を持つ
災害復旧の専門会社であるドイツ発祥
のベルフォアグループと共同出資を行
い、ベルフォアジャパンを設立しました。
災害や事故で被害を受けた機械・設備・
工場・社屋等の復旧のスペシャリストの
技をぜひご覧ください。

「cmap」リアルタイム被害予想アプリ

ベルフォアジャパン社の復旧作業工程

住所

〒８６０-００１７
熊本市中央区練兵町５６-１

住所

〒860-0844
熊本市中央区水道町５ー１５ 担当部署：熊本支店

TEL

096-353-0070

TEL

096-300-8527
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熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

S06 ㈱ホワイトトップ
キャンピングカ―を災害に活用
熊本地震の経験を活かし災害時、非常
時に活用できるように従来のキャンピン
グカーの良いところを活かし堅牢性、メ
ンテナンス容易性、汚れることが前提
の防汚性を兼ね備えた車両を製作しま
した。派遣先でも地元の業者にて対応
できるように国内流通製品を中心に使
用し資料開示も行います。

〒869-1234
熊本県菊池郡大津町引水800-2

TEL

096-340-3288

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

住所

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M
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G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

I01

災害現場から読み解く災害のメカニズム

研究・技術シーズ
（学術機関・公設研究所等）

津波・風水害・
噴火対策
研究・技術シーズ

（学術機関・公設研究所等）

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M

近年では、熊本や北海道胆振東部での
地震、九州や西日本での豪雨、台風な
どの自然災害が毎年のように発生し、
多くの人的・物的被害が生じています。
このような自然現象から発生する災害
規模は、地形・地質の特徴によるもの
が大きく、まず第一に着目する必要が
あります。
当学会では、これからの防災・減災対
策につながる一助として、応用地質学
的な観点から実施している災害調査活
動の事例などを紹介いたします。

I

H

I

(一社)日本応用地質学会 九州支部

I02

熊本サイエンスコンソーシアム
（事務局：熊本県立第二高等学校）

阿蘇大橋崩壊地の災害碑「数鹿流崩之碑」

住所

〒812-0894
福岡市博多区諸岡５－２５－２５（日本地研株式会社 技術部内）

TEL

092-571-2766

I03

熊本県立南稜高等学校

STEAMによる防災のNEWアイデア

〜林業・農業土木の技術で故郷を守る〜
球磨モンの水土林Project★

熊本サイエンスコンソーシアム（ＫＳＣ）
はＳＳＨ指定校である第二高校、熊本
北高校、宇土高校、天草高校、鹿本高
校の５校と理数科を有する熊本西高校、
東稜高校、大津高校の計８校で熊本県
における理数教育の発展と理数系ハイ
レベル人材育成を目指す団体です。今
回は、理数系高校生の課題研究だけで
なく、第二高校美術科の防災グッズの
アイデアも展示します。ぜひ、次世代
型科学者・クリエイターを発掘してくだ
さい！

本校総合農業科環境コースでは、林業・
農業土木の知識や技術を活かして、故
郷である人吉球磨地域を災害から守る
ことをテーマに、水（治水）、土（農業
土木）、林（林業）の3つのキーワード
を柱として活動を行っています。 水の
取り組みでは、雨庭に関する研究につ
いて、土の取り組みでは、田んぼダム
に関する研究について、林の取り組み
では、災害に強い森林づくりに関する
研究について、それぞれまとめた内容
を展示いたします。

つまようじタワー耐震コンテスト参加の様子

住所

〒862-0901
熊本市東区東町３-１３-１

住所

〒868-0422
熊本県球磨郡あさぎり町上北1310

TEL

096-368-4125

TEL

0966-45-1131

I05

熊本県立大学

I06

地域に生きる、県大発！
「流域治水」と「防災・減災」研究シーズ
令和３年度、JST（国立研究開発法人
科学技術振興機構）の共創の場形成支
援プログラム・地域共創分野【本格型】
に熊本県立大学を代表機関とする『流
域治水を核とした復興を起点とする持
続社会』地域共創拠点が採択されまし
た。今回は、本拠点の産学官連携プロ
ジェクトに関する研究活動の紹介展示
を行います。
また、熊本地震や令和２年７月豪雨災
害における被災地域での取組や防災・
減災に関する学内シーズを紹介します。

熊本高等専門学校 八代キャンパス

熊本に根差した地域の防災・減災への取組み紹介
熊本高等専門学校では、広く一般的な
防災・減災を目的とした研究に加え、
地域に根差した防災・減災への取組み
にも注力しています。熊本地震や令和
2年7月豪雨では、いち早く現場に掛
けつけ、被害状況を調査し、今後の災
害に強い地域形成を目的とした取組み
を行っています。また、ハード面だけ
でなくソフト面における防災教育への
取組みも行っております。本出展では、
このような取組み事例を紹介していま
す。

地域ラブラトリーへご相談ください

住所

〒682-8502
熊本市東区月出3丁目1番100号

住所

〒866-8501
熊本県八代市平山新町2627

TEL

096-383-2929

TEL

0965-53-1211
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令和2年7月豪雨の災害調査

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
崇城大学

I08

熊本大学くまもと水循環・減災研究教育
センター 減災型社会システム部門

自然災害に柔軟・迅速に対応できる
減災型社会の実現に向けて

古賀研究室と株式会社Vizersが共同で
開発した「防災活動・災害時避難行動
支援システム」を紹介します。このシ
ステムは防災活動，災害時，復興，記
録の4つのフェーズを支援します。 今
回は防 災 活 動と災 害 時 の2つの 支 援
モードの紹介です。 防災活動では，地
域の皆さんがこのシステムを使って作
成した地域点検マップを紹介します。そ
して災害時では，今後の地震を想定し
た要援護者の避難支援のあり方を紹介
します。

本部門では、自然災害に柔軟かつ迅速
に対応可能な減災型社会の実現と持続
的な展開を目指し、研究・教育に取り
組んでいます。防災・減災に関する調
査研究と技術開発、それらの社会への
実装、ならびに防災・減災教育により
減災型社会の実現を目指し、地域の
方々、気象台、社会福祉協議会、学校
等教育機関、各種企業，NPOの方々と
積極的に連携と対話を図り活動してい
ます。
防災活動・災害時避難行動支援システム

住所

〒860-0082
熊本市西区池田4丁目22番１号

住所

〒860-8555
熊本市中央区黒髪２-３９-１

TEL

096-326-3418

TEL

096-342-3489

I

高校生の若い力で災害から地域を守る
県立工業関係校の高等学校における教
育の活動内容や、防災教育の一環とし
て、「平成２８年熊本地震」や「令和２
年７月豪雨」などの体験を基に、ハード・
ソフトの両面から防災・減災に関する探
求的な学習や研究を進めている工業高
校での生徒たちの活動や取組を紹介し
ます。

〒862-0953
熊本市中央区上京塚町５番１号

TEL

096-383-2105

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J
防災教育でマイタイムライン作成しています

住所

研究・技術シーズ

熊本県工業高等学校長会

（学術機関・公設研究所等）

I09

H

津波・風水害・
噴火対策

防災活動・災害時避難行動支援システムの
開発と社会実験

G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

I07

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M

47

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022

G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

J02 はあもにい管理運営共同企業体
日常的に災害に備える～男女共同参画の視点に立って～

J

津波・風水害・
噴火対策

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

国・自治体

J

研究・技術シーズ

K

国・自治体等

M

当館は、誰もが性別にとらわれず、共
にいきいきと個性と能力を発揮できる
男女共同参画社会の実現を目指す熊本
市の活動拠点です。ホールや研修室な
どの施設の貸し出しによって市民文化
の振興・交流に貢献するとともに、男
女共同参画社会の実現を目指すための
講座やセミナー、イベントなを行ってい
ます。今回のフェアでは、熊本地震を
経験した私たちが提案する男女共同参
画の視点に立った防災出前講座や施設
の紹介をします。

国・自治体

住所

〒860-0862
熊本市中央区黒髪3-3-10

TEL

096-345-2550

J03/S07 熊本市

J04 熊本県

熊本市における防災への取組について

令和2年7月豪雨の概要や行政対応。
震災に関するパネル展示。
・熊本地震や令和２年７月豪雨における
被害や災害対応の状況、復旧・復興に
ついてパネルを展示します。 県内市町
村をはじめ、全国の災害対応力強化に
お役立てください。
・熊本県内における高規格道路の取り組
みと「１０分・２０分構想」をご紹介しま
す。
・水素をエネルギーとする燃料電池自動
車（FCV）の展示や、UXプロジェクト
に関する取り組みなどをご紹介します。

熊本地震から6年半が経過しました。本市のブー
スでは「真の災害に強いまち」の実現を目指す取
組を紹介します。
・熊本地震の被害を振り返るとともに、熊本市の今、
そして未来に向けた防災への取組のパネル展示
・通常の運用時は環境負荷を低減し、災害時には
非常用電力供給源となる電気自動車・電気バスの
展示
・各区役所における各地域の実情に合わせた様々
な防災・減災の取組の紹介
・指定避難所に設営されるマンホールトイレの展示

住所

〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号

住所

〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1

TEL

096-328-2950

TEL

096-333-2319

くまモン

J05 益城町

J06 農林水産省

熊本地震から６年
今回も開催！
！益城町の「今」を伝えるバスツアー

農業農村の防災への取り組み等について

●初回から出展している益城町です。
●町の風景が一変したあの地震から６
年が経過しました。今回も、災害か
らの創造的復興をテーマに、公共施
設や震災遺構を巡る「益城町の“今”
を伝えるバスツアー」を開催します。
（当日の事前申し込みが必要です。）
●災害に強いまちづくりの取組を、ＤＶ
Ｄでの放映やパネル展示でご紹介し
ます。

九州農政局

九州農政局農村振興部では、頻発化・
激甚化する豪雨、地震等の自然災害に
適切に対応し、安定した農業経営や農
村の安全・安心な暮らしを実現するた
め、ハード対策、ソフト対策及び災害
復旧を組み合わせた農業・農村の防災・
減災対策や、河川流域のあらゆる関係
者が協働して行う「流域治水」の取組
として、水田の活用（田んぼダム）
・農
業用ダムの洪水調節機能の強化等の取
組を推進しています。

益城町復興まちづくりセンター

住所

〒861-2295
熊本県上益城郡益城町木山５９４

住所

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目10番１号

TEL

096-286-3210

TEL

096-211-9111
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スマート田んぼダム（自動排水栓）

熊本地方合同庁舎Ａ棟 ６Ｆ
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J08 経済産業省

九州地方整備局

九州経済産業局

そのお悩み、専門家に無料相談！
（事業継続力強化計画、経営）

防災・災害対応のインフラＤＸに関する技術の取り組み

自然災害や感染症など経営を取り巻く
リスクから自社のビジネス守るための
支援施策をご紹介します。
また、経営リスクへの備えや経営に関
するお悩みに専門家が無料でお答えし
ます。

H

経産省BCP・
事業継続力
強化セミナー相談

住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２-１０-７

住所

〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館６、７階

TEL

092-471-6331（代表）

TEL

092-482-5405

九州産業保安監督部

J09 自衛隊熊本地方協力本部

九州地域の産業保安の確保が使命です。

見たい！知りたい！じえいたい！
自衛隊熊本地方協力本部は、国民と自
衛隊を結ぶ窓口として、「自衛官募集」
「国民保護措置・災害派遣などにおける
県市町村との調整」「退職隊員の就職
援助」「予備自衛官の採用・管理」な
どを行っております。県内の各種イベン
トにも積極的に協力していますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

現場で法令基準への適合性を確認しています

J
1/2ｔトラック、オートバイ

住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館8階

住所

〒860-0047
熊本市西区春日２丁目１０-１熊本地方合同庁舎Ｂ棟３階

TEL

092-482-5927

TEL

096-297-2053

熊本県支部

K

J11 熊本地方気象台

災害発生時には救護活動を展開。
「いざ」に備えています。

守ります

災害時の救援物資搬送車として活動します。

人と 自然と この地球

令和２年７月豪雨では球磨川流域で記録
的な大雨により氾濫が発生し、甚大な被害
を引き起こしました。この記録的な大雨をも
たらしたのが”線状降水帯”です。”線状降水
帯”は日本各地でたびたび豪雨災害を引き起
こしていますが、そのメカニズムは十分解明
されておらず、予測は困難です。気象庁で
は線状降水帯の予測精度向上を喫緊の課題
と認識し、産学官の連携を一層強化して線
状降水帯の予測精度向上に取り組んでいま
す。本展示では、線状降水帯の予測精度向
上をはじめ、大雨災害の被害軽減に向けた
気象庁の取組について、ご紹介します。

住所

〒861-8039
熊本市東区長嶺南２丁目１番１号

住所

〒860-0047
熊本市西区春日10-2-1

TEL

096-384-2100

TEL

096-324-3283
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M
線状降水帯

2022年7月4日03時00分

国・自治体等

災害発生時の救護活動は、赤十字の重
要な事業の一つであり、被災地のニー
ズに合った活動を円滑に行うため、訓
練、物資の整備、人材育成など、常に
災害に対応できる体制を作っています。
医療救護、救援物資の備蓄・配布、義
援金の受付、ボランティアの派遣など
幅広い活動を展開しています。

研究・技術シーズ

J10 日本赤十字社

国・自治体

九州産業保安監督部の使命は、国民生
活や産業活動に欠かせない、ライフラ
インを安心してご利用いただけるよう、
環境に配慮した安全と安心の確保に努
めることです。
ライフラインは自然災害に強いことが
大切です。日頃から、事業者の皆様が
法令を守っているかをチェックし、事故
の未然防止策、自然災害に対する備え
が万全かを現場へ出向き、事業者といっ
しょに確認しています。ブースでは、防
災活動の一端をご紹介します。

I

避難・備蓄・火災・
救助対策

J08 経済産業省

津波・風水害・
噴火対策

近年、大規模自然災害が全国各地で頻
発化・激甚化しています。 九州でも、
平成28年熊本地震、平成29年7月九
州北部豪雨、令和2年7月豪雨等毎年
のように災害が発生しています。国土
交通省では、これらの災害時に、被災
自治体等への支援を行っているところ
です。災害調査等を含むインフラ分野
のDXとして、３次元VR等デジタル技
術の紹介等のブースの出展をしていま
す。

G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

J07 国土交通省

企画展

人流・物流 生産性向上フェア in 熊本
出展技術紹介

K

「物流」の省力化・
生産向上に寄与する製品・
技術・サービス等

L

産業・観光分野の
「人流」を促す製品・
技術・サービス業等

出展者一覧（50音順）
小間番号 出展者名
あ

か

さ

た

掲載頁

L01 天草エアライン㈱

53

S01 エイハン・ジャパン㈱

52

K07 九州旅客鉄道㈱ 熊本支社

52

L05 くま川鉄道㈱

53

L10 熊本国際空港㈱

54

K05 金剛㈱

51

（一社）
持続可能なモノづくり・人づくり
K01
支援協会
（略称：ESD21）

51

K06 （公社）全国通運連盟/JR貨物
K04 ㈱タカハタ電子

小間番号 出展者名

な

K08 トヨタL&F熊本㈱

52

K02 ㈲ナテックエンジニアリング

51

K03
は

掲載頁

日本マテリアル・ハンドリング協会/
(公社)日本包装技術協会

L09 ㈲林酒造場
L08

ひごラボ
（JICA九州×熊本県球磨地域振興局）

51
54
54

L04 肥薩おれんじ鉄道㈱

53

52

L07 (一社)人吉温泉観光協会

53

51

L06 人吉球磨地域観光推進協議会

53

出展者一覧（技術分野別）
分野 小間番号 出展者名

K

K01

掲載頁

（一社）
持続可能なモノづくり・人づくり
支援協会（略称ESD21）
㈲ナテックエンジニアリング

51

K03

日本マテリアル・ハンドリング協会/
(公社)日本包装技術協会

51

K04

㈱タカハタ電子

51

K05

金剛㈱

51

K07

九州旅客鉄道㈱

熊本支社

K08

トヨタＬ＆Ｆ熊本㈱

L

51

K02

K06 （公社）全国通運連盟/JR貨物

分野 小間番号 出展者名

掲載頁

L01

天草エアライン㈱

53

L04

肥薩おれんじ鉄道㈱

53

L05

くま川鉄道㈱

53

L06

人吉球磨地域観光推進協議会

53

L07

(一社)人吉温泉観光協会

53

L08

ひごラボ
54
（JICA九州×熊本県球磨地域振興局）

52

L09

㈲林酒造場

54

52

L10

熊本国際空港㈱

54

S01

エイハン・ジャパン㈱

52

52

S

50
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（一社）持続可能なモノづくり・人づくり
支援協会（略称ESD21）

DXでビジネス変革をトータルで支援します

K

TPS（トヨタ生 産 方 式 ）の 基 本とDX
（Digital Transformation）との相性
をもとにDX時代の革新的経営のカイ
ゼン策（現場重点型と戦略重点型）と、
DX人材 育成やDX関 連ビジネス支 援
の事例を展示しご説明します。

G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

K01

住所

〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目15-20 三永伏見ビル 2階
㈲ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所内

TEL

052-253-7950

K03

ハウスやトンネル内でクリーンに作業

物流・マテハン・包装技術の人材育成と
同技術の向上を目指す団体

収穫車を建設用として電動化しました。
100V充電可能。

J
ケーススタディ研修風景

住所

〒861-0411
熊本県山鹿市菊鹿町山内833-2

住所

〒104-0045
東京都中央区築地4－1－1東劇ビル１０階

TEL

0968-48-9921

TEL

０３-３５４３-９３３５（日本マテリアル・ハンドリング協会）

大量の品物を短時間に熟練者を必要とせず
仕分けするシステムです

棚・移動棚にDX技術を掛け合わせた
工場・倉庫の収納の新提案

出展のシステムは、物流の多品種少量化時
代に、① 大 量の品物を、② 短時間に、③ 熟
練者を必要とせずに、仕分け・流通させるこ
とを目的としております。
当社は国内では珍しい出荷・ピッキング等の
流 通 業務 領域に特化したシステムインテク
レーターとして現場ニーズに合った各種ツー
ル・サービスを創り続けている企業です。
単なるシステム販売にとどまらず、現状分析
から課題 抽出、改善プランのご提 示といっ
た一 連のコンサルティングサービスと独 創
的 なアイデ アで お 客 様にとって最 適 なソ
リューションをご提案いたします。
設計は多様化したユーザー様のニーズに合
わせてフレキシブルな設計が可能です。

近年、よくDXという言葉を耳にします。
弊社では倉庫・工場における収納の新
しいソリューションとして、RFID装置や
IoT機器と連動して工具の保管と管理
の効率化・工具使用のスケジュール管
理ができる「工具ONE」と保管機器と
の掛け合わせを提案します。また、保
管機器もスペースに合わせて固定棚・
移動棚の多様な機種をご紹介します。
ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

新発売の中軽量タイプ移動棚ZBLMです

〒812-0032
福岡市博多区石城町１２−５（ウインクス石城町 203号室）

住所

〒861-3107
熊本県上益城郡嘉島町上仲間字八津1825

TEL

092-406-9026

TEL

096-237-5111

国・自治体等

M

住所
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する製品・技術・サービス等

K05 金剛㈱

「物流」の省力化・生産向上に寄与

K

K04 ㈱タカハタ電子

５色５釦無線表示器＋充電機能付きラック
紹介

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

日本マテリアル・ハンドリング協会：1956年に産
業界、学会、個人の技術者の三位一体となった
Societyとして日本生産性本部を母体に設立され
た団体で、生産及び物流現場においてマテリアル・
ハンドリング技術の普及・啓発を図る様々な活動を
行っています。http://www.jmhs.gr.jp
公益社団法人日本包装技術協会：1963年に包装
に関する知識及び技術の普及推進努め、生産・流
通及び消費の分野における合理化を図る、人材育
成活動を含めたわが国の公益増進を図る事を目的
に設立された団体です。http://www.jpi.or.jp

I

避難・備蓄・火災・
救助対策

日本マテリアル・ハンドリング協会/
(公社)日本包装技術協会

K02 ㈲ナテックエンジニアリング

津波・風水害・
噴火対策

H

「物流」の省力化・生産向上に
寄与する製品・技術・サービス等

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

G

津波・風水害・
噴火対策

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

K07 九州旅客鉄道㈱

レールがつなぐ地球の未来、
やさしく便利な鉄道コンテナ輸送

西九州新幹線「かもめ」デビューと
ますます便利になった列車荷物輸送サービス

ＣＯ₂の排出量が少なく環境に最もやさ
しい輸送手段であり、深刻化しているト
ラックドライバー不足対策にもなる「鉄
道コンテナ輸送」の仕組みや特長を、
パネルと映像でわかりやすく紹介しま
す。また、普段見ることのできない貨
物駅を配置したNゲージのジオラマを
展示します。
クイズラリーに参加された方にはもれ
なく記念品を差し上げますので、ぜひ
お立ち寄りください。

熊本支社

2022年9月23日に西九州新幹線 武
雄温泉～長崎間が開業しました。博多
から長崎まで最速1時間20分、西九州
への旅がますます便利になりました。
また昨年度スタートした列車荷物輸送
サービスも、お取り寄せ通販サービス
「つばめマルシェお取り寄せっ！便」の
開始やバスとのリレー物流、宅配事業
者との連携などサービス拡大中です！
西九州新幹線N700S「かもめ」

12フィートコンテナ、積載重量は5トン

住所

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-21淡路町ＭＨビル 5階

住所

〒860-0047
熊本市西区春日３丁目１５-４３

TEL

03-5296-1670

TEL

096-326-6968

K08 トヨタＬ＆Ｆ熊本㈱

S01 エイハン・ジャパン㈱

その物流に、ジャストソリューション。

いかなる場面での高所作業もお任せください。

今お使いのトヨタ電動フォークリフトに
搭載可能なリチウムイオンバッテリーを
ご紹介します。充実した機能や装備で
安心・効率的な作業をサポートします。
また、搬送現場を手軽にカイゼンでき
るシンプル AGV「キーカート」を実演
展示いたします。カゴ台車を手軽に牽
引するための技術などご覧いただけま
す。

エイハン・ジャパンは創業以来22年、
高所作業における商品、技術、サービ
スを提供し、お客様の安全と業績、生
産性向上に貢献してきたメーカーです。
業 界 随 一 のラインナップでお客 様 の
「困った」に必ずお応え致します。今回
は地域に特化した商品を展示しており
ます。中でも特殊伐採に力を発揮する
ブルーリフト、一台で数役の主に農作
業をこなすテレハンドラーを是非体感く
ださい。
特殊伐採、法面伐採、造園工事等効果抜群！

住所

〒860-0079
熊本市西区上熊本２丁目４-２２

住所

〒108-0023
東京都港区芝浦3-15-2

TEL

096-322-5391

TEL

03-5765-6841

「物流」の省力化・生産向上に寄与

する製品・技術・サービス等

K

K06 （公社）全国通運連盟/JR貨物

国・自治体等

M
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先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022

G

熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

L01 天草エアライン㈱
親子イルカに乗って旅をしよう！

L
産業・観光分野の「人流」を促す
製品・技術・サービス業等

唯一の保有機ATR42-600”みぞか号”

住所

〒863-2114
熊本県天草市五和町城河原1丁目2080-5

TEL

0969-57-6000

L04 肥薩おれんじ鉄道㈱

L05 くま川鉄道㈱

九州西海岸 熊本～鹿児島を結ぶ第３セクター鉄道

2025年に被災から全線開通を目指す
熊本県南のローカル鉄道

I

熊本県南を走るローカル鉄道です。令
和２年7月豪雨で被災し全線運休となり
ましたが、令和3年11月28日に部分
運行を再開し、2025年の全線開通を
目指し地域の皆様を乗せて走っていま
す。復興支援をぜひお願いいたします。

避難・備蓄・火災・
救助対策

J
流失した第4橋梁を走る列車

東シナ海に沈む夕日と列車

住所

〒866-0831
熊本県八代市萩原町１丁目１番１号

住所

〒868-0008
熊本県人吉市中青井町265番地

TEL

0996-63-6860

TEL

0966-23-5011

熊本県人吉球磨１０市町村の観光情報をご紹介します

人吉球磨地域の観光復興情報はこちら

人吉球磨地域は、国宝青井阿蘇神社を
はじめとした日本遺産、球磨焼酎、温泉、
球磨川くだり、ラフティングなどの観光
資源が盛りだくさんの自然豊かな地域
です。 令和２年７月豪雨災害により甚
大な被害を受けましたが、観光地域の
創造的復興として、地域が誇る豊かな
観光資源を活かした、サイクルツーリ
ズムやアニメツーリズムなどのアクティ
ビティ開発など、誰もが安心して楽しめ
る観光地域づくりを進めています。

令和２年７月の豪雨災害から２年がたち復
旧復興している人吉球磨地域の観光情報
をご案内します。また近年、私たちの身
の回りでは自然災害が数多く発生してお
り、事前に自分の周囲の危険性を知ること
や避難に対しての予備知識を持つことは
災害から生き抜く力となります。当協会で
は豪雨災害の経験をもとに防災学習プロ
グラムを作成しております。防災講話をは
じめ様々なプラグラムをご体験いただき、
活用することで「生きる知恵」を学び日々
の生活につなげていただけたら幸いです。

L

防災講話体験の様子（青井阿蘇神社）

住所

〒868-8503
熊本県人吉市西間下町８６-１（熊本県球磨地域振興局）

住所

〒868-0008
熊本県人吉市中青井町３２６番地1（JR人吉駅構内）

TEL

0966-24-4113

TEL

0966-22-1370
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促す製品・技術・サービス業等

球磨川くだり清流復興コース

K

産業・観光分野の「人流」を

L07 (一社)人吉温泉観光協会

研究・技術シーズ

L06 人吉球磨地域観光推進協議会

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

九州の西海岸、熊本県八代市～鹿児島
県薩摩川内市を結ぶ鉄道です。
今も故郷への愛着を込めて呼ばれてい
る旧国名肥後と薩摩の頭文字と、風光
明媚な海岸線が連なる甘夏みかんなど
柑橘類の産地を走る鉄道をイメージし
て名付 けられました。
海沿いを走行する路線を活かした、観
光列車「おれんじ食堂」は沿線の素材
を使った料理が魅力です。

H

津波・風水害・
噴火対策

天草は、熊本県西部に位置する２つの大き
な島と数百の島々からなる、自然豊かな
諸島で、熊本とは５つの橋「天草五橋」
でつながっております。陸路で移動する場
合、福岡空港から約４時間、熊本空港から
約２時間半かかり、せっかくの天草への旅
も移動に多くの時間を要しておりました。
天草エアラインをご利用いただくと移動時
間がぐ～んと短縮されます。天草まで乗り
継ぎ可能な大阪＝熊本線も運航中です。
お得な旅行商品パンフレットもブースにご
用意しております。

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2022
熊本発 防災衣・食・住
関連製品フェア

G

津波・風水害・
噴火対策

H

避難・備蓄・火災・
救助対策

I

ＢＣＰ・ＩＴ ─ＢＣＰ

J

L08

ひごラボ
（JICA九州×熊本県球磨地域振興局）

L09 ㈲林酒造場

人吉球磨の創造的復興に向けた
官民連携プロジェクトが進行中！
JICA九 州と熊 本 県 球 磨 地 域 振 興 局 は、
2021年12月より、人吉球磨地域におけ
る地域課題解決プラットフォーム「ひごラ
ボ」事業を実施しています。
令和2年7月豪雨災害からの創造的復興に
向け、防災・減災をはじめとする様々な地
域課題を収集し、その解決に向けた提案を
全国の皆様から募集しているところです。
近年増発している自然災害への対策技術、
災害時の避難支援アプリ等、ぜひご提案い
ただけますと幸いです。よろしくお願いし
ます。

最も歴史があって最も小さな蔵元です。
約500年の歴史がある球磨焼酎の蔵元
27蔵の中の1つの蔵元です。

住所

〒868-0012
熊本県人吉市相良町4-2人吉市まち・ひと・しごと総合交流館くまりば２F

住所

〒868-0600
熊本県球磨郡湯前町3092

TEL

070-8702-7649

TEL

0966-43-2020

L10 熊本国際空港㈱
2023年3月23日
阿蘇くまもと空港新旅客ターミナルビル開業
2023年3月23日 阿蘇くまもと空港
は新しく生まれ変わります。
阿蘇くまもと空港は、世界と地域にひ
らかれた"九州セントラルゲートウェイ"
として、人と世界と未来を結び、訪れ
る人も、働く人も、笑顔になれる、世
界でいちばん居心地のいい空港を目指
します。
新しく生まれ変わる阿蘇くまもと空港

住所

〒861-2204
熊本県上益城郡益城町大字小谷1802-2

TEL

096-232-2311

研究・技術シーズ

K

産業・観光分野の「人流」を

促す製品・技術・サービス業等

L

主要銘柄は「極楽」で
大きく2種類のタイプがあります。

未来に向かって一緒に課題解決しましょう！

54

Memo

55

〒108-8533

東京都港区芝浦 4 丁目 8 番 33 号

56

https://www.kandenko.co.jp/

57

パルテム技術協会は

あらゆ る 管 き ょ の 更 生 工 事 に 対 応 い た し ま す

パルテムホースライニング工法【反転工法】

用途：上下水道・農業用水

既設管きょ内に更生材料を空気により加圧させながら、反転挿入し、既設きょ内にで加圧状態のまま加熱
（常温）にて樹脂を硬化させ管きょ内に新しいパイプを構築。内圧管対応可能

パルテムSZ工法【形成工法】
用途：下水道・農業用水

既設管きょ内にSZライナーを引込み、空気と蒸気とでライナーを拡張・加熱して既設管きょ内に自
立管を形成する工法

パルテム・フローリング工法【製管工法】
用途：下水道・農業・工業用水他（大口径）

既設管きょ内で組立てた鋼製リングに表面部材等を組付け既設管きょと表面部材の間に充てん材
を打設することで、既設管き
ょを構成する製管工法です。オーダーメイドで強度設計を行うの
で、円形・矩形・馬蹄形・門型等にも対応します。

TEL
FAX

092-481-7214
092-481-7216
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新規会員

募集！！

59

次回開催予定
会期

2023年11月20日

会場

グランメッセ熊本

・21日

