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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紙与薬院ビル 10F
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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

33

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
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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
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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。
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火口カメラの仕組み
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災害復旧にこそ、コンクリート製品を！
！

