
出展者名 出展技術名

アーボ(株) バイコン箱形パイプ

（株）ＩＨＩインフラシステム 社会資本の維持・保全（コンクリート診断システム他）

アイサンテクノロジー(株)・オートデスク(株) 3次元計測技術と関連ソフトウェア

(株)赤羽コンクリート ＳＤ側溝

(株)アクティオ バックしないバックホー、挟まれ防止ローラー

(株)石川建設 アステープ

いであ(株) 海の健康診断

井納木材（株） 伝統的河川工法（粗朶沈床工・木工沈床工・聖牛工）

揖斐川工業(株)アイケイコンクリート 防災型法面保護工法【防災用張りﾌﾞﾛｯク、M・B・M】

(株)イビコン プレキャスト・ストンガード基礎

(株)栄輝 ランダム式サイクルハンマー工法

(株)エコクリーン 黒錆転換型重防食塗装システム・エポガードシステム

NIJ研究会 STマイクロパイル

(株)エヌ・エス・ピー 下水道管埋設用NSPパイプサポート

（株）大林組
タフスラブ・ラピッド工法、タフスラブ・ジョッツ工法、重防食厚膜形ふっ素
樹脂塗装

大林道路（株）　中部支店 IH式舗装撤去工法

オープンシールド協会 オープンシールド工法

(株）オカグレート

(株)奥村 セフテム温度注意喚起システム

(株)奥村組 コンクリート表面処理機

(株)オリエンタルコンサルタンツ 大規模地震時の橋台背面の地盤沈下対策

(株）ガイアートＴ・Ｋ フル・ファンクション・ペーブ（多機能型排水性舗装）

(財)海洋架橋・橋梁調査会　中部支部 橋梁検査（診断）

鹿島建設(株)中部支店 液状化対策、耐震補強及びエネルギー自立化技術

鹿島道路（株）中部支店 エコペック

(株)加藤建設 パワーブレンダー工法

川田テクノロジーズ(株) エコプラス

(株)キクテック 緊急情報広域　伝達・拡声システムなど

共和コンクリート工業(株) 波返しブロック他、海岸用プレキャスト製品

くさび型アンカー工法研究会 くさび型アンカー工法（荷重分散式支圧型アンカー）

グリーンリバー株式会社 安全、簡単、低コストが実現した支保工技術

(株)クリテック・ジャパン 乾式吹付耐震補強工法

(株)栗山組・(株)飯田コンサルタント トラス橋の格点部の腐食を防止し、延命を図る工法

下水道既設管路耐震技術協会　東海・北陸支部 既設人孔耐震化工法・フロートレス工法

(株)建設システム 半自動作成！設計データ作成ツール「イノサイト」

（一財）建設物価調査会 「Ｗeb建設物価」Web時代の価格情報サービス

(株)鴻池組 鴻池組の防災・減災技術及び震災復興における環境技術

(株)興和工業所 リユース高欄

国土環境緑化協会連合会 覆式獣害対策金網（格子型結束金網）設置工「アニマルガード工」

国土交通省　中部技術事務所 災害対策支援活動と社会資本の維持管理技術

国土交通省　中部地方整備局 ITSスポットサービス

ゴトウコンクリート(株) ディンプル ｆ

（株）コトー・（株）奥野組 万能土質改良機による建設発生土再利用システム
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五洋建設（株） 浸透固化処理工法

（株）近藤組
資材・機材の盗難から守るポータブル防犯システム技術 / 小規模施工におけ
る効率的な道路維持管理技術

笹嶋工業(株) 簡易型高性能落石・雪崩防護柵　イーフェンス

サス・サンワ(株) バイオ基材による自己分解促進方のトイレ

(株)佐藤渡辺　中部支店 ポーラスコンクリート舗装（パーミアコン）

サンコーコンサルタント(株) 斜面防災における調査および設計技術

シ－キュ－ブ(株) アスファルト加熱保温ＢＯＸ

(株)シーティーエス モーター駆動式トータルステーション制御搭載多機能電子野帳

(株)シビル ＲＣネット工法（高エネルギー吸収型落石防護網）/ 巨大岩塊固定工法

清水建設(株) 移動架設桁による河川上橋梁の建設技術「Ｐ＆Ｚ工法」

昭和造園土木(株) 剪定残材等のチップと土を吹付圧着させた防草用材

新日鉄住金エンジニアリング(株) 回転圧入鋼管杭NSエコスパイラル

杉江製陶(株) セラダクトA　シリーズ

(株)住軽日軽エンジニアリング アルミ製点検歩廊

世紀東急工業(株) 高速型排水性舗装機能回復・維持車　スペックキーパー

(株)仙台銘板 吸音パネル

(財)先端建設技術センター 新技術の活用促進を目指した新たな取組み

太啓建設(株) デジタル画像調査及び赤外線調査による構造物の劣化調査・診断技術

大成建設（株）名古屋支店 後施工プレート定着型せん断補強鉄筋

大成ロテック（株）　中部支社 VRS-RTK-GNSS-3DMCによる情報化施工

大日コンサルタント(株) 維持管理効率化のための道路モニタリング調査

大日本土木(株) ミニアンカー工法

大有建設(株) エクステンドSAMI工法・POSMAC工法

太洋基礎工業(株) 混合攪拌性能を高めた深層混合処理工法｢TSC工法｣

(株)ダイワテック 災害対応型現場仮設シーらーシステムハウス

瀧上工業(株)・東海コンクリート工業(株) ＰＣＦ壁高欄工法（ＶＦＲＣタイプ）

多機能フィルター(株) ＰＣＦ壁高欄工法（ＶＦＲＣタイプ）

(株)竹中道路　名古屋支店 IH式舗装撤去工法　他

（株）竹中土木 耐液状化格子状深層混合処理工法　ＴＯＦＴ工法

玉野総合コンサルタント（株） 用地取得マネジメント支援システム

中央復建コンサルタンツ(株) 3次元技術を活用したCIM

中日建設（株） IPHシステム（内圧充填接合補強工法）

(株)中部安全施設 天然重曹で芝生地の除草工

（社）中部建設協会 大規模災害から学ぶ地域防災力の強化

蔦井（株） 舗装の上からの打音測定可能な新システム「打音測定システム（T.T.Car）」

（株）帝国建設コンサルタント 3D全周囲映像モービルマッピングシステム　ＩＭＳ３

鐵鋼スラグ協会　電気炉スラグ普及委員会 コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材

東亜建設工業（株） 既存施設直下地盤の液状化対策技術「バルーングラウト工法」

東亜道路工業(株)中部支社 CSコート（サイクルセーフティコート）

東急建設(株) 東急建設の防災・環境技術

東濃建設業協同組合 クールアイランド舗装（遮熱舗装）

東洋建設(株) 津波リスクマネージメントシステムTECS-TRM

(株)東洋スタビ 浅層地盤改良技術（ＳＴＢ－ＭＣ工法）

(株)ドーコン サイクルシェアリング

(株)トクト 高耐食・集水ボーリング保孔管（ラストップ）

■さ行

■た行



戸田建設(株) さくさくＳＬＩＴ工法

中日本建設コンサルタント（株） i-See　ヘルスモニタリングシステム

中日本航空（株） 航空機からのレーザ計測による新技術

中日本高速道路（株）　名古屋支社 高速道路における建設及び維持管理技術の紹介

南濃コンクリート工業(株) 災害から暮らしを守る護岸製品

西尾レントオール(株) 簡易型情報化施工について

西日本高速道路エンジニアリング九州(株) 画像によるトンネル覆工の点検管理システム

西日本高速道路メンテナンス九州(株) ＭＭジョイント（橋梁用埋設型伸縮継手装置）/ エバーパネル（トンネル内装
板）

日特建設(株) ニューレスプ工法

(株)ＮＩＰＰＯ　中部支店 ＮＩＰＰＯの安全対策舗装

日本道路(株）中部支店 加熱Ａｓ表面処理工法リフレッシュシールＭｉｘ

日本躯体処理(株) コンクリート浸透性改質剤[RCガーデックス]

（一財）日本建設情報総合センター 災害復旧効率化支援システム（Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤ）

（社）日本道路協会　中部ブロック 道・人・車

日本ヒルティ(株) 建設工事の”環境”を支える次世代の低振動・低騒音・集塵システム

(株)間組 アクアカーテン

パシフィックコンサルタンツ(株) 中部支社 地震・津波による被害想定と地域防災力の向上

(株)パスコ 空間情報ソリューション

(株)パワーコンサルティング 機能型塗料スクモシリーズ

PAN WALL工法協会 ＰＡＮ　ＷＡＬＬ工法

ＰＣウエル工法研究会 ＰＣウエル工法

FORUM8 耐震、洪水・津波、避難解析シミュレーションとVRの活用

福井コンピュータ(株) 3次元設計データの作成とTS出来形管理

(株)フジタ FTマッドキラ－工法

フジプレコン(株) SE側溝

（株）不動テトラ ＳＡＶＥ－ＳＰ工法

古河ユニック(株)・ユニック中部販売(株)・古河ロックドリル(株)
エコクレーン、超低騒音油圧ブレーカほか⇒（電動式ミニ・クローラークレー
ン）

ホクセイ(株) 止水ユニットグレーチング

ボンテラン工法研究会 ボンテラン工法

前田建設工業(株) 背面平滑型トンネルライニング工法

(株)前田製作所 小型凍結防止剤散布装置

(株)前田製作所　レンタル21 バックホ-による情報化施工

前田道路(株)　中部支店 常温施工型加熱アスファルト混合物　マイルドミックス

松岡コンクリート工業(株) ＣＤ（コストダウン）側溝シリーズ

丸栄コンクリート工業（株） プレキャストパラペット

(株)丸治コンクリート工業所、トクコン(株),ランデス(株),景環システ
ム(株)

簡易張出式道路拡幅工法「ロードプラス」

宮地エンジニアリング(株) FRPを活用した橋梁の寿命化

名工建設(株) SKILLS超長距離圧送ネオグラウト工法

矢作建設工業(株)　　ヤハギ道路(株) 矢作グループの土木技術

(株)山辰組 水が起動力！「呼び水サイフォン排水装置」

山田塗装(株) 循環式エコクリーンブラスト工法 / エコクリーン研掃ロボ

(株)横河ブリッジ 橋梁向けの耐震関連製品

■な行

■は行

■ま行

■や行

■ら行



落石災害防止協会 岩接着DKボンド工法

ラバファルト(株) クラック抑制ラバファルト塗膜工法

※出展者名、出展技術名は現時点(8/16)であり、変わる場合もあります。

(社)日本建設業連合会　中部支部

（一社）日本道路建設業協会

（一社）愛知県建設業協会

（社）日本埋立浚渫協会　中部支部

（一社）建設コンサルタンツ協会　中部支部

（一社）日本橋梁建設協会

(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会　中部支部

愛知県

岐阜県

三重県

静岡県

長野県

出展者名 出展技術名

名古屋市立工芸高等学校　都市システム科・建築システム科 ゆめづくり　ものづくり　まちづくり　ひとづくり

豊田工業高等専門学校　環境都市工学科 地理的分析による都市問題の可視化

岐阜大学地盤工学研究室 安全・安心な社会のための最新地盤防災技術

岐阜大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター 安全・安心な社会のための最新地盤防災技術

名城大学 屋外避難誘導研究会 蓄光屋外避難誘導システム

中部大学　杉井研究室 地盤の浸透機能を利用した地震・豪雨への対策技術

※出展者名、出展技術名は現時点(8/16)であり、変わる場合もあります。
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■学校


