「熊本県新事業支援調達制度」認定商品一覧
◆平成１８年度認定商品（認定期間：平成１９年３月２０日～平成２１年３月３１日）
商品名

商品概要

1 機能性土のう「ドノウレンジャー」 コンパクトで運搬性を高めた生分解性土のう
2

フローティング防水扉
「寝ずの番」

3

ｲﾉｼｼ用隣接2面落とし戸式箱罠
間口が広くイノシシが進入しやすいため、捕獲効率が高い罠
「シシトレールⅠ型」

都市型洪水に備えるための防水扉

4 パンチングアート

新聞の白黒写真がドット（点）で表現されているのと同じく、
金属板に穴の大きさにより表現した商品

5 エコ・バイオブロック

水質浄化ブロック

6 カビとれ～る

自然界にいる有用微生物を利用して、カビの繁殖を抑えるた
め、使用に際して安全な商品

7 悪臭とれ～る

自然界にいる有用微生物を利用して、アンモニア等を分解抑制
するため、使用に際して安全な商品

8 トイレのなっとうキング

自然界にいる有用微生物を利用して、尿石付着等を分解抑制す
るため、使用に際し安全な商品

9 エコバイオ・リング

水槽や溜池、その他の水質浄化に使用

10 「クイック」テントペグ

突風によるテントの吹き上げ事故やゴールポストの転倒事故防
止商品

11

フジパワーレスキュー
（携帯タイプ）

大規模災害時に晴天であれば、その場で電源が確保できパソコ
ン等使用可能

12

フジパワーレスキュー
（ﾏﾘﾝﾀｲﾌﾟ、完全防水型）

船舶でエンジンが停止した場合、電源の確保ができなくなる
が、本製品を装着すれば電源供給が可能

13

UD携帯電話使用支援装置
「楽伝タスケ」

上肢不自由者が市販の携帯電話を使用できるようにする装置

企業名
（株）河内スティール
日本エフ・アール・ピー（株）

（株）九州自然環境研究所

（株）石崎錻力店

（株）ビッグ・バイオ

ジイティスパイラル（有）

（株）パワーバンクシステム

（株）プレシード

14 プレハブース

お客様自身で組み立てできるキット型のクリーンブース

15 スキミングバスターズ

「非接触型スキミング犯罪」から個人情報を未然に防ぐカード
ケース

（株）ティ・ライン

16 檜浪漫内装材「ゆらぎ」

県産ヒノキ材を利用し、波のような凸凹形状に表面加工された
デザインパターンを持つ全く新しいタイプの内装材

日進木材工業（株）

17 多機能性を有した藻魚礁

目的に応じた藻の育成ができやすい基質材と、含浸や混合させ
る生育要素材の着床基質材を使用

不二高圧コンクリート（株）

18 エコフレンド

タオルに、ホールを設けることにより、首に巻いても落ちな
い、ずれないタオル。保冷剤、カイロ等を入れて使用可能

（株）ミカ・コーポレーション

19 免震書架

地震対策は、従来「耐震型」が一般的。地震の揺れを吸収し、
書架本体に伝えにくい「免震型」を新たに開発

20 金庫（Ｎシリーズ）

衝撃落下への対応、防災対策等火災被害への対応を強化した商
品

21 学籍保管庫（Ｓ－１００Ｗ）

耐火金庫の新ＪＩＳＳ１０３７に対応した耐久性、耐火性、耐
破壊性能を実現した学籍保管庫

22

省スペース収納システム
「ＨＰＺＡ」

手動式移動棚の「使い勝手」と電動式移動棚の「省力操作」を
兼ね備えた第三の移動棚

23

ジェットシステム・ジェット
ファン（ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ用）

温度センサー、全自動制御板、ジェットファンにより構成さ
れ、現在温度により風量を自動で切り替えることで、効率よく
空気を循環させ、生産コスト削減や品質の高い農産物つくりが
可能

テイラーズ熊本（株）

世界の安全基準の指標として採用されている「ＨＩＣ１００
０」以下の衝撃吸収性をもった安全マット

つちやゴム（株）

24 遊具用マット「ルリエ・ラグ」

金剛（株）

◆平成１９年度第１回認定商品（認定期間：平成１９年９月１１日～平成２２年３月３１日）

商品名
25

商品概要

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑ 「エコウィン
輻射による熱移動の原理を応用した輻射式冷暖房装置
パネル・タワー」

26 緑化プレート

屋上・バルコニーなど特殊な空間を手軽に緑化できる軽量緑化
基盤

企業名
（有）ロクス
（有）エコ・アース

◆平成１９年度第２回認定商品（認定期間：平成２０年２月１３日～平成２２年３月３１日）

商品名

商品概要

企業名

27

住宅用塗料
「炭ラップ・炭ラップＡ」

炭の悪臭吸着効果が最も期待できるとされる焼成温度７００℃
近辺で焼き上げた炭を主体とした商品

新日本炭化工業（有）

28

木製学童机・椅子
「あいちゃん」

木製の机・椅子で高さ調整機能を持った商品

（有）森商事

◆平成２０年度認定商品（認定期間：平成２１年１月６日～平成２３年３月３１日）

商品名

商品概要

多機能式防犯・防災及び福祉関連 火災報知器が鳴った場合に、別の部屋に無線で異常場所を表示

29 アラーム機器「AIDAlert」

する装置

温室用大型電気式暖房設備「はる 既存のビニールハウス用重油式暖房装置に簡単に取り付け可能

30 の風」

な電気式の暖房装置

バイオマスプラスチック「エコス

企業名
天草池田電機（株）
天草池田電機（株）

31 ターチ」を用いたワンウエー容器

植物性由来の澱粉質を主原料とする環境にやさしい容器

（株）オ・ディ・エス

32 木毛藻礁基盤材

間伐材を主原料とし長期にわたる藻類の付着が可能な藻場育成
商品

（株）哲建設

33 スパイラルポールアンカー

コンパクトな形状で引き抜きに強い特長を活かした、多目的に
利用できるアンカー

ジィティスパイラル（有）

◆平成２１年度認定商品（認定期間：平成２１年７月２９日～平成２４年３月３１日）
（文書管理ソフト「フジマイクロビュー」の認定期間：平成２１年８月２４日～平成２４年３月３１日）

商品名

商品概要

企業名

34 かみいぐさ AIb Wall

畳表を製造する過程で大量に廃棄されるイグサを資源化した高機能
壁紙

(株)水俣浮浪雲工房

35 ハンドソープ ＣＳ

環境と人にやさしい生分解性の高い石鹸タイプのハンドソープ

(株)地の塩社

36 パイプピッカ！ピッカ！粒タイプ

bb菌（納豆菌同属類）の力を利用して排水管のヌメリ・ニオイの解消に
(株)ビッグバイオ
強い効果を発揮する商品

37 Honda 太陽光発電システム

Cisを材料に薄膜で成膜した次世代型の太陽電池を使用した太陽光発
(株)ホンダソルテック
電システム

38 太陽光発電システム

既存の建築物の屋根や壁面に設置可能な太陽電池を使用した太陽
光発電システム

39 文書管理ソフト「フジマイクロビュー」

電子データとマイクロフィルムとの連係により電子データの完全性を維
富士マイクロ(株)
持できる商品

富士電機システムズ(株)熊
本工場

◆平成２２年度第１回認定商品（認定期間：平成２２年１０月１９日～平成２５年３月３１日）

商品名

商品概要

海藻の胞子を定着させ成長させるための養殖用基盤、および海
底に沈めて藻を育成させる藻・魚礁。いずれも生物親和性があ
り無害。ウニや貝類が付着しにくい
除臭、除菌、防カビ用として、気になる箇所にスプレーする機
41 ＴＡＮＧＡＴＴＡ（タンガッタ）
能性液剤。人畜無害であり安全快適な生活空間作りに寄与
40 養殖用基盤、藻・魚礁

42 断面変形装飾付き箸

竹箸の断面のデザインを花、葉、ハート等にしたもの。天然ヒ
ノキチオールによる抗菌・防カビ効果に加え、撥水作用あり

企業名
光洋電器工業(株)
(株)ラクティブ
パン

ジャ

玉竹産業

43

導光板式面発光ＬＥＤサイン及 ＬＥＤを利用した発光タイプの導光板。明るく全面均一発光を
び照明
実現。用途は各種看板、サイン、照明等広範囲

不二ライトメタル(株)

44

盗難防止機能付害獣侵入防止用 田や牧場などをさく線で囲み、電気を流すことで外部からの害
電気柵セット
獣の侵入を防ぐ機器。盗難防止機能付き

(株)末松電子製作所

◆平成２２年度第２回認定商品（認定期間：平成２３年２月２３日～平成２５年３月３１日）

商品名

商品概要

企業名

45 F-CITE STAVi

立ち乗りに近い感覚の４輪電動ビークル。体の不自由な方や高
齢者から若者まで楽しみながら使用できる。構内施設での移動
手段に最適

株式会社サンワハイテック

46 ＥＶ-neo

原付一種の電動二輪車。重量物の運搬や配達業務などのビジネ
ス用途向けに開発

本田技研工業株式会社

47

ソーラー街路灯
（SOL-30）

48

ソーラー街路灯
（スカイソーラー）

太陽光発電を利用した自立型街路灯。無電極ランプの採用で照
度の均一性を確保しているため、高い視認性により防犯街路灯
としても最適
太陽光発電を利用した自立型街路灯。ランプにＬＥＤ照明を採
用。緊急災害時にはＡＣ１００Ｖ出力によりＰＣや携帯電話へ
の充電が可能

天草池田電機株式会社
株式会社ＳＳＰ

◆平成２３年度認定商品（認定期間：平成２３年１０月１９日～平成２６年３月３１日）

商品名

商品概要

予測制御装置を搭載し、「使いやすさ」「高度な予測制御」
「省エネ」を徹底追求したビニールハウス自動開閉装置。
明るく、長寿命な無電極誘導ランプ。安定器と離して設置する
ＥＬＩーＬamp（エリーラン
50
ことができるため、既存の街路灯などランプのみの交換も可
プ）
能。
ハイブリッドサーモシステムエ 輻射式冷暖房システム「エコウィン」と室外機からの排熱を利
51 コウィン＆エコウィンハイブ 用して給湯を可能とする専用熱源機のセット商品。夏場のガス
リッド熱源機
代及びCO２削減に貢献。
49 ハウスロボ

外面粉体塗装を施した鋳鉄製異 水道用ダクタイル鋳鉄製異形管の外面に粉体塗装を施すことに
形管
より、耐性、防錆性が強化され、長寿命化を実現。
バッテリーへの負荷を最小限に電気を効率よく充電するチャー
ジコントローラーを搭載し、明るさと長寿命を実現するだけで
53 ソーラーLED街路灯
なく、過放電によるシステムの動作不良が起こりにくい設計と
している。
逆浸透膜方式のフィルターに加え、鉱物や地元産出の炭化物等
54 水ロマン浄水装置
を配合したフィルターをホウ素除去などのニーズに応じてフィ
ルタリングできる浄水装置。非常時には人力での給水も可能。
52

企業名
テイラーズ熊本(株)
天草池田電機(株)
(株)エコファクトリー
幡豆工業(株)
九州太陽電池工業(株)
(有)水ロマン工房

◆平成２４年度認定商品（認定期間：平成２４年７月３１日～平成２７年３月３１日）

商品名

商品概要

省エネ・長寿命に加え、薄型・軽量や面光源などＬＥＤ照明に
55 有機ＥＬ照明パネル・照明器具 はない特長を持ち、高発光効率、拡散光、薄型、高演色性を実
現した有機ＥＬ照明。
電極装置から低温プラズマを発生し、反応性が高く酸化力の強
水質浄化・大気改善装置パルス いＯＨラジカルを大量に発生させることで、水中の有害物質等
56
システム
の無害化や大気中のウィルス、カビ菌などを殺菌・滅菌する装
置。
廃石膏ボードを再利用した中性固化剤で、一般家庭や各種施設
57 中性固化剤「無草くん」
において防草剤や舗装材として使用でき、再泥化抑止を可能と
している。
通常の太陽電池パネルに比べ約1/5の重量で割れにくく、屋外イ
ベントやレジャー、災害時の緊急電源として、必要な場所に持
58 パパっと発電＆ＰＥＧＡＳＵＳ
ち出して使用が可能な太陽光発電システム。未使用時はたたん
でコンパクトに収納可。
下水処理施設等で発生する硫化水素を除去するための脱硫装
59 脱着式脱臭・脱硫装置 MOVENIC 置。脱硫器ごと脱着可能とすることで、交換時の作業軽減、安
全性の確保ができる。
完全エアレス構造のサーバーに特殊フィルムを使用したウォー
ウォーターバッグ式ウォーター ターバッグをセットするだけで水の供給が可能なウォーター
60
サーバー
サーバー。従来のボトル設置型に比べ雑菌の繁殖が抑えられ衛
生的。
発電機を使用できない場所などでＡＣ１００ボルトの電源がと
れる蓄電システム。電圧が10.5ボルトに低下すると自動的に管
61 業務用蓄電池 ちくぞうくん
理者へ電話連絡する電力不足通報機能が装備されており、バッ
テリー切れに対応可能。
直管型蛍光灯に変わる直管型ＬＥＤ蛍光灯で、ＬＥＤ照明の特
直管型ＬＥＤ蛍光灯「Ｌｕｚｙ 長に加え、100％国内産部材使用にこだわり高品質、高信頼性を
62
（ルーズィー）」
実現。明るさを選べるラインナップで、使用環境に応じた照明
を選択できる。
芯持材に背割り加工を施し、同質の木材を埋め込み密閉した柱
スリット・パッキング柱「テク 材。国産の杉・桧芯持材の美しさはそのままに、表面・内部割
63
ノＶ」
れの抑止や強度等の品質を最大限に高めることを可能としてい
る。
空調熱源等温度を一定に保つための設備の配管に付着するス
電解スケール除去装置「スケー ケール（水垢のような浮遊物）を電解技術を用いて除去する装
64
ルハンター」
置。配管等を切断することなく簡単に設置でき、熱交換の効率
低下抑制や、設備の長寿命化に寄与する。

企業名
株式会社イー・エル・テクノ

ＮＳＳ九州株式会社

株式会社セイユー開発

株式会社プレシード

株式会社日本リモナイト
ジェイウォーター株式会
社

株式会社益城電池

株式会社村田産業

槌本産業株式会社

天草池田電機株式会社

◆平成２５年度認定商品（認定期間：平成２５年７月１２日～平成２８年３月３１日）

商品名

65 F－CITE

STAVi

66 導光板ソーラー街路灯

67

商品概要

企業名

高齢者の移動支援機器として新規に商品企画した、立ち乗りに近い感
覚の座席昇降型電動カート。スマートフォンによる遠隔操作機能や超
株式会社サンワハイッテ
音波センサーによる衝突防止機能も備え、安全性にも配慮。空港、
ク
ショッピングモール、美術館などの様々な構内施設において高齢者の
自由な移動を支援しQOLの向上に貢献。
LED導光板を採用したソーラー発電式街路灯。ソーラー発電のた
め電源をとることが困難な場所への設置が可能。照明部にLED導 不二ライトメタル株式会
光板を採用することにより、省エネ・省スペースを実現。景観 社
の邪魔をしないシンプルなつくり。

腐植前駆物質（フルボ酸）のもつ働きを利用して耕作農業・
どじょっこ（腐植前駆物質水溶 芝・法面緑化など植物の早期成長を促す腐植前駆物質水溶液・
協和機材株式会社
液・腐植前駆物質培養液）
培養液。コンクリート添加剤としても使用できる。土本来の機
能性を回復することができ、環境に優しい商品。

68 一般用電動スクーター

電動バイクの課題であったパワー不足、走行距離の短さ、急速
充電などをクリアーし、売れない電動バイクから買いたい電動
株式会社Growthn Dream
バイク「 ROBOSAKU」を開発。フレームか ら車体生産まで完全
Made in Japan。

◆平成２６年度認定商品（認定期間：平成２６年６月１３日～平成２９年３月３１日）

商品名

商品概要

企業名

69 火の国 ｅ ペレット

100%熊本県産木材を使用した、農業用ハウスの加温用ボイラー
等に使用する木質ペレット燃料。環境にとても優しい地域資源
を活用した循環型バイオマス燃料を普及させることにより、
「くまもと型地域循環型システム」の取組に貢献する。

河津造園（株）

エレワイズ
70
（電力ピーク制御システム）

工場や事業所等におけるエアコンの電力を監視し、ピーク時に
おける電気使用量を自動制御する装置。機種を問わず設置でき
る汎用性を持ち、更に70・50・0%運転といったような細やかな
運転設定が可能。容易な取り付けと初期コストの低減を実現し
た商品である。

人吉アサノ電機（株）

71 ルリエ・ラグ（屋内用）

水や荷重に強く、さらに屋内用の仕様として難燃対策やゴム特
有のにおい対策を施した、屋内用としては世界初の人が乗れる
吸音床材。これまでの吸音素材の水濡れや荷重といった課題を
クリアした床材で、構造を変化することであらゆる種類の騒音
周波数に効果を発揮できる商品である。

つちやゴム（株）

水中に特殊な電気を流すことで魚を気絶させ、ブラックバス等
の外来魚を捕獲する、国内製としては初の装置船。小型化・軽
量化により人力で持ち運びができ、軽トラック２台に分割して
運搬できる、また、船舶免許不要で操船できる。湖沼やダム等
での生態系維持や環境保護にも貢献できる商品である。

（株）末松電子製作所

ショッカーボート
72 （外来魚電撃採捕装置船）

カットくんエース
73
（塗装面再生剤）

屋外看板の色あせや劣化の原因である紫外線を95%カットする水
性の塗料。古い看板は表面をきれいに洗浄し塗布することで、
看板色彩がよみがえり、看板の寿命を長持ちさせることができ （株）健光
る。再設置の20～30％で施工できるため、非常に経済的で資源
の有効活用に大いに寄与する商品である。

74 グリームZERO

既存の手すり(Φ28㎜～Φ35㎜)に後付け可能な、蓄光機能を持
つ手すりカバー。蓄光部は蓄えた照明や太陽の光を放出し、停
電時や夜間の手すりの位置確認に力を発揮し、災害発生時・停
電時の二次災害抑制につながる商品である。蓄光部の視認時間
は約10時間。

（株）スリーダイン

ペンダント形照明器具
75 「蕾」ＴＳＵＢＯＭＩ、
「繭」ＭＡＹＵ

熊本県産の鉱物資源を用いた陶器製のペンダント型照明。
「蕾」TUBOMIは、グローブ部分に日本伝統工芸の筆頭に位置す
る青磁を使用しており、「繭」MAYUは、グローブ部分に阿蘇黄
土を使用した陶器の照明器具である。地元御船町で活躍する陶
芸作家とコラボしており、デザインにもこだわった商品であ
る。

（株）ライトアップ

76 Ｂ５燃料

家庭や事業所から排出される廃食用油を原料として精製したバ
イオディーゼルを５％含む、熊本初の軽油代替燃料。地下水の
東光石油（株）
水質保全や、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出
削減となる、軽油代替の環境保全型燃料である。

◆平成２７年度認定商品（認定期間：平成２７年７月１５日～平成３０年３月３１日）

商品名

ecowinHYBRID
77
（エコウィンハイブリッド）

78

79

直管型省エネランプ
「ecodaモン」

超小型コントロールサーバユ
ニット「Conbot」

商品概要

企業名

エアコンと輻射式冷暖房装置を融合させたハイブリッド型の冷
暖房システム。エアコンの冷媒を輻射式冷暖房装置の冷媒とし
て併用することで、輻射の快適性とエアコンの即効性を併せ持
つと同時に、消費電力量の大幅な削減を実現し、省エネで地球
にやさしい空調製品である。

(株)エコファクトリー

Ｔ５蛍光管を活用した直管型蛍光ランプ。独自の構造と専用の
駆動電源を搭載したことにより、Ｔ５蛍光管の省エネ性や長寿
命性をさらに向上させた商品である。良好な光の拡散性や演色
性を備えており、人や環境にやさしい照明である。

天草池田電機(株)

WiFiでの小型Webサーバ機能を搭載した遠隔監視・遠隔操作・計
測制御など遠隔サポートができる高機能コントロールユニッ
ト。低価格での提供が可能なため、手軽に導入しやすい製品で
ある。用途の一例として、鳥獣害対策用捕獲ワナの遠隔監視・
遠隔制御などがスマホ等で可能であり、またソフトの拡張性に
(株)J-bot
優れているため様々な分野への応用も可能である。さらに省電
力性にも優れていることから、電源設備の無い地域での運用も
ソーラーバッテリーを搭載することで半永久的に可能な製品で
ある。

◆平成２８年度認定商品（認定期間：平成２８年１２月２２日～平成３１年（２０１９年）３月３１日）

商品名

80

81

82

商品概要

企業名

省エネ無電極ランプ
「ＥＬＩランプ」

高天井の工場や体育館、街路灯などに使用される水銀灯に代わ
る省エネ、長寿命、優しい光の無電極ランプ。
ELIランプは水銀灯に対し１／３の消費電力、約８倍の設計寿命
で不快なグレア（眩しさ）が少ないなど、LEDには無い特徴があ
天草池田電機(株)
り、球技を行う体育館等でも眩しさを気にせず、目に優しい照
明である。当該商品は、従来の商品に改良を加え、①既存水銀
灯の器具を活用可能、②バルブ型を採用し屋内外で使用可能、
③部品の削減・共有化によりローコスト化させた商品である。

既存天井用防護ネット柵
おちないネット

天井が落下した際に防護ネットで受け止め、建物内の人員への
被害を未然に防ぐもので、既存天井を加工せず設置することが
できる商品。
本商品を導入することで、災害等により天井が落下した場合の
庁舎、避難所、学校施設等における人的被害や機能停止のリス
クを軽減することができる。

㈱サック

フィットスライド
（FL-SR01）

駐輪場に設置する自転車用ラック。自転車をラックに収納した
後で、横にスライドできるため、ラックを使用しない場合より
多くの台数が収容可能となり、駐輪効率が最大で４０％アップ
する。
アルミ製で軽く錆びにくいため、美しい外観を長期間保持で
き、整列駐輪ができるため、公共空間での景観向上にも寄与す
る商品である。

不二ライトメタル㈱

◆平成２９年度認定商品（認定期間：平成２９年１１月１０日～令和２年３月３１日）

商品名

83 携帯パワーレスキュー

商品概要

企業名

薄くて軽い薄膜太陽電池を用いた携帯電話やタブレット向けの
急速発電機。シート状の柔らかい太陽電池フィルムを用いてい （株）パワーバンクシステム
るため、まるめて収納可能で持ち運びも容易。１.５時間から２
時間で携帯電話のフル充電が可能。

◆平成３０年度認定商品（認定期間：平成３０年９月１４日～令和３年３月３１日）

商品名

84 エレワイズこねくと(mini)

商品概要
平成２６年に本制度認定済みの「エレワイズ」の改良版。
エアコンの電力を監視しピーク時における電気使用量を自動制
御する装置。
月毎に目標値を設定することで、使用量抑制も可能。
無線通信を採用しているため安価な導入コスト及び早期の投資
回収が可能。

企業名

人吉アサノ電機㈱

従来の石膏ボードの１/５と軽量で、吸振システムを持つ高耐震
性システム天井。
超軽量耐震天井「サクシス天井
85
㈱サクシス
シンプルな構造により、短期間の工期、低コスト化が可能。
Ｗ」
各種メーカーによる天井との組合せが可能であり、高吸音性、
高断熱性を既存の天井に付加できる。

86 クロススクリーン

巡回健康診断用のクロススクリーン。
避難所や保健室等の間仕切りとしての使用も可能。
アルミフレームのため軽量で、運搬・設営・撤去の負担が減
少。
カーテンをファスナーで連結するため、隙間がなくプライバ
シーの保護も可能。

不二ライトメタル㈱

◆令和元年度認定商品（認定期間：令和元年（２０１９年）８月２９日～令和３年３月３１日）
商品名

商品概要

水性塗料で塗装できなかった重交通の車道や歩道に塗布でき耐
摩耗性に優れ、遮熱性能が格段に向上した水性塗料である。夏
道路用 水性耐摩耗性遮熱塗料 場の路面温度は60℃以上になり歩行者や自転車等に悪影響を与
87
ナノ・クールRH
え、熱中症の原因ともなる。これを抑制するために路面に塗装
することで路面温度を15℃程度抑制でき屋外の周辺環境の改善
になる。

企業名

株式会社アマケンテック

橋梁の端部舗装表面や伸縮ジョイントぎわに地覆際からの雨水
流入が原因と思われる滞水が見られる。これは舗装体や橋本体
道路橋 端部表面塗布型防水工 また伸縮ジョイントの劣化につながるのでアスファルト舗装表
88
株式会社アマケンテック
法 ブリッジガード
面にレベリング材、水性ナノ塗料 ナノR・Hを塗布することによ
り流入等を抑制し劣化を防止することにより道路橋の長寿命化
に寄与する工法である。

