
Ｇ　屋 外 展 示





226

小間番号

G-03

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606(株)イビコン/(株)坂内セメント工業所

曲線カーブに自在に対応できる、車両用防護柵を設置する際に
使用するプレキャスト連続基礎ブロック
支障物により防護柵の土中式建込みが出来ない箇所への埋設設置と、置き式としての使用も可能な
プレキャスト連続基礎ブロックである。連続基礎構造であり、車両が衝突した際の安全性の確保が
可能である。プレキャスト製品にて連続基礎を構築する事により、型枠組立・コンクリート打設・養生
等の作業が不要で、大幅な工期短縮が可能となり、作業員及び周辺交通の安全性にも貢献できる。
また、容易な施工で構築できるため、緊急時の即時対応も可能となる。 C種からSB種まで（一般道か
ら高速道路まで）の車両用防護柵に適用できます。

自在Ｒ連続基礎（Ｇｒ・Gpカーブ対応型） 設計・施工

小間番号

G-02

担当：日立建機日本株式会社 東北支社　顧客ソリューショングループ
URL：https://japan.hitachi-kenki.co.jp/TEL：022-365-4141日立建機日本(株)

「動き出し時衝突」の低減に着目した運転支援システム
物体検知の状況に応じて油圧ショベルの動作を制限、建設機械の接触事故に多い「動き出し時衝
突」を低減します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●本システムは、待機時に規定範囲内で物体を検知し、油圧ショベルを「動かさない」事で衝突事故
を未然に防ぐよう導きます。
●走行中や旋回動作中に物体を検知すると、エンジン回転数をすばやく下げ、オペレータに回避行動
を促します。

物体検知+動作制限システム「STEPⅢ」 防災・安全

小間番号

G-02

担当：日立建機日本株式会社 東北支社　顧客ソリューショングループ
URL：https://japan.hitachi-kenki.co.jp/TEL：022-365-4141日立建機日本(株)

運転中に物体を検知し、オペレータの安全運転を支援
タイヤローラZC220P-6のオプションとして、作業中に障害物を検知した際に、車体速度と物体まで
の距離に応じて、段階的に衝突被害の軽減を支援する装置を提供致します。道路工事現場での安全
性向上のため、物体検知センサにより物体を検知し、車体速度と物体までの距離に応じ、 モニター表
示や回転灯、ブザー音で オペレーターや周囲の作業者に警告したり、エンジンの回転数やブレーキ
を自動制御して、 車体を 減速、停止するなど、3段階で衝突を回避したり、衝突被害の軽減を支援し
ます。

衝突被害軽減アシスト装置搭載タイヤローラ 防災・安全

小間番号

G-01

担当：建機営業部 営業サポートグループ
URL：ttps://home.komatsu/jp/kcsj/TEL：050-3486-7031

マルチGNSSに対応しさらに進化したインテリジェントマシンコントロール
油圧ショベル
PC200i-11は、GNSSアンテナとGNSS補正情報から得たバケットの位置情報と、3次元の設計デー
タをもとに作業機操作のセミオート化を実現したインテリジェントマシンコントロール油圧ショベル
です。本機は新たに、バケット角度保持制御，締め叩き制御搭載により、大幅に操作性を高め施工時
間の短縮とを実現します。また、タブレットを取付し専用アプリをインストールすると、バケットで掘
削した土の重量表示と、ダンプトラックへの積載重量の管理が可能になりました。

ICT油圧ショベル　PC200i-11

コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー

設計・施工
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小間番号

G-04

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606

中央分離帯などへ設置する瀝青繊維質の伸縮目地材、雑草の
成長運動を抑制させる「防草タイト」
・植物の成長運動に対するホルモン異常が自ら成長を抑制します。
・道路維持管理者の「草刈り維持作業」を軽減します。
・経済効果が期待でき「次世代へ繋がる」公共工事を実現します。
・防草技術は「環境負荷ゼロ」だから生活利用者も安全安心。
・従来技術や従来製品による「CO2排出量削減」する環境製品です。
・米国基準「ASTM規格」に準ずる高性能製品です。
・環境分野の有識者の評価を得た「環境賞」受賞技術を採用。

防草タイト 維持管理・
予防保全

全国防草ブロック工業会/全国防草カッター工業会/
(株)坂内セメント工業所

小間番号

G-04

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606

防草ブロック１㎞で、従来維持対策で排出するCO2を2.3t以上
削減し環境技術として評価されています。
植物の持つ屈性に着目し実証研究から得た防草技術を従来製品に採用する。植物は幾つかのホルモ
ン調節を受けて成長しており、芽や茎は上へと成長し根は重力を感知し下方向へと成長する特性(屈
性)を持つ。その特性を逆手に取り製品目地構造を植物の成長メカニズムに反する形状とする事で植
物が自ら成長を抑制させ、目地が剥離しても防草効果が継続する環境負荷ゼロ技術である。防草ブ
ロック技術は国土と環境分野また日本を代表する大学・研究機関の有識者の評価を得て、H26年国
土技術開発賞、H30年インフラメンテナンス大賞、H31年ジャパンレジリエンスアワードを受賞し、経
済効果と環境負荷低減を実現する国内唯一の技術製品です。

防草を意図したコンクリート境界ブロック 維持管理・
予防保全

全国防草ブロック工業会/全国防草カッター工業会/
(株)坂内セメント工業所

小間番号

G-03

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606(株)イビコン/(株)坂内セメント工業所

縦断勾配のある道路（坂道）へ無段階に勾配調整が可能な横断
側溝及び集水桝
側溝及び桝の底部を円弧形状とし、専用のベースと組合わせることで、無段階に縦断勾配調整が可
能となる横断側溝及び集水桝。従来は側溝・桝を水平に設置していた為、側溝部にて勾配変化が生じ、
車両走行時の騒音や衝撃による側溝・桝の損傷が問題であった。縦断勾配に合わせる事で車両走行
がスムーズとなり、騒音が解決でき、側溝への衝撃の軽減により、側溝の劣化が抑制され、安全性も
向上する。ベースと本体共にプレキャスト製品の為、約50％の工期短縮が可能となり、交通規制の緩
和が期待できる。

ＦＲ横断側溝・桝（縦断勾配(坂道)対応型） 設計・施工

NETIS:CB-140006-VR

小間番号

G-03

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606(株)イビコン/(株)坂内セメント工業所

基礎高300㎜で浅層埋設物がある箇所へ防護柵を短延長で
設置可能とする連続基礎ブロック
特に市街地においては、土被りが浅い箇所に埋設物が設置されており、防護柵などの安全施設が設
置できない場合がある。昨今そのような箇所へ車両の誤進入による事故が多発しており、歩行者の
安全対策が急務とされている。交差点用自在R連続基礎は、支柱建込深さ250㎜で防護柵が設置で
きるようブロックの構造性能を高め、基礎高さ300㎜で安全が確保出来るよう設計されている。安全
を確保するために断面幅は大きくなっているが、歩道内に埋設される形状となっている為、インター
ロッキングブロックや舗装をかぶせることで景観にも配慮している。施工も容易で、交通規制の早期
解放に貢献できる。開口部のボラードの基礎としても適用可能。

交差点用自在Ｒ連続基礎 設計・施工

NETIS:CB-200001-A
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小間番号

URL：https://www.kanto-tk.co.jp/TEL：090-3124-0073関東鉄工(株)

転圧ドラム両端面と前後ドラム間を照明、夜間の安全性・作業性が
向上。
LEDサイドライトを装備することにより、周囲の照明で反対側の影になる側でも視認性が向上し作
業性・安全性がアップします。
H550KSに加え、H600KS、H650KSにも対応（オプション仕様）

LEDサイドライト装着ハンドガイドローラ 維持管理・
予防保全G-05

担当：営業部 広域担当部長　松澤栄二

小間番号

担当：営業部 広域担当部長　松澤栄二
URL：https://www.kanto-tk.co.jp/TEL：090-3124-0073関東鉄工(株)

業界初  電気駆動  CO2 削減  排気ガスゼロ、 超低騒音
従来のディーゼルエンジンを廃止し、電動モーターと繰り返し充電できる2次電池に置き換えました。
過充電・過放電防止、スタート時ノイズ防止、暴走防止回路、緊急停止ボタン装備
作業時間（走行のみ）約100分、（振動+走行）約80分；バッテリーパックの交換で連続作業
電池残量計サービスメータで状態を確認、バッテリーパック交換時期が判ります。
バッテリーの充電電圧は100～120V、充電時間（屋外充電器使用時）は120分
燃料を使わず、ランニングコストは従来エンジン車の約1/3-1/4
騒音レベルは最も厳しい東京都条例対応。日本設計工学会：武藤栄次賞、設計優秀賞受賞

電動ハンドガイドローラ　H600E 維持管理・
予防保全G-05

小間番号

G-05

担当：営業部 広域担当部長　松澤栄二
URL：https://www.kanto-tk.co.jp/TEL：090-3124-0073関東鉄工(株)

搭乗型振動ローラ （KV25、KV40）用
本装置は後進時、あらかじめ設定された検知エリア内の障害物を感知し障害物に接触することなく
自動で機体を緊急停止させる機能です。
検知エリア毎に警音器も同時に作動させることができます。
（本装置はあらゆる状況下においても作動を保証するものではありません、
天候や現場の環境により変わりますので十分注意し取り扱いお願いいたします。）

後進時障害物検知緊急停止装置付きローラ 維持管理・
予防保全

小間番号

G-04

担当：（株）坂内セメント工業所 支社・原町工場　舟田詔文
URL：http://www.bannai-cement.co.jp/TEL：0244-22-0606

「防草カッター」は既設目地部を防草ブロックと同様な目地形状
に切削させることで防草効果を継続させます
植物の特性を利用した防草技術を、雑草が成長する既設道路目地部、新たに開発した防草カッター
専用ブレードを道路カッター機器を使用し切削させる、道路防草対策(維持メンテナンス)です。防草
カッター工法を利用することで、同じ場所で繰り返し実施されてきた従来製品による防草対策が不
要となります。それは、従来の防草製品や対策工事と違い植物の成長メカニズムを利用するために
新たに防草目地を構築させます。防草カッター対策後は経年効果を継続させ繰り返し排出されてい
た温室効果ガスの削減を実現する、時代に適した新たな「道路メンテナンスデザイン」です。　
※H25年「環境賞」受賞技術

防草カッター工法 維持管理・
予防保全

全国防草ブロック工業会/全国防草カッター工業会/
(株)坂内セメント工業所

NETIS:CB-120001-V
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小間番号

G-07

担当：ＮＴＴ事業グループ 技術開発部　後藤、鍛治谷
URL：http://www.c-cube-g.co.jp/TEL：0568-44-0514シーキューブ(株)

現場で発生するハツリガラ・飛び石などの飛散を防ぎ、多目的に
使用できる屏風式安全ネット。
ハツリ作業や除草作業で発生する、ハツリガラや飛び石の飛散を防止する折りたたみ式安全ネツトで
す。４面屏風式で現場に合わせた形状に設置でき、コンパクトに折りたため普通ライトバンに収納し
て移動が出来ます。オプション品も多彩で、騒音防止シートを装着してハツリによる騒音の軽減や、
反射矢印シートを装着して夜間や交通量の多い道路での、車両飛び込み防止柵にも利用出来る多目
的型の安全ネットです。　＊また、今年も暑い季節がやってきます。前回大好評だった、体臭による不
快な臭いを改善し、体に安全安心な消臭剤［現場消臭」もご紹介します。今回、除菌にも効果があるこ
とが証明され使用範囲も広がり便利になりました。

NETIS:CB-120003-VE

折りたたみ式飛散防止ネット　「作柵」 維持管理・
予防保全

小間番号

G-07

担当：ＮＴＴ事業グループ 技術開発部　後藤、古田
URL：http://www.c-cube-g.co.jp/TEL：0568-44-0514シーキューブ(株)

少量のアスファルト合材の温度低下を防ぎ、長時間高品質な状態を
確保できる電気加熱式保温ＢＯＸ。
アスファルト加熱保温ＢＯＸは、100Ｖ発電機を電源として、加熱ＡＳ合材を長時間保温するＢＯＸで
す。少量アスファルト合材の温度低下を防ぎ、抜群の保温力で氷点下温度でも高品質な状態で長時間
使用できます。点在する小規模舗装工事や冬季の長時間運搬に最適で、夜間・修繕工事等で大幅な
作業効率アップになります。また、少量アスファルト合材の温度低下による廃棄量が減少し産廃コス
トの削減が図れます。『保温ＢＯＸがＡＳ補修作業を大きく変えます。』　＊この技術は令和3年3月
末まではNETIS登録技術に掲載されていました。現在の登録番号はＣＢ－１０００３０－VGでNETIS検
索は出来ません。

アスファルト加熱保温ＢＯＸ 維持管理・
予防保全

小間番号

G-07

担当：ＮＴＴ事業グループ 技術開発部　後藤、古田
URL：http://www.c-cube-g.co.jp/TEL：0568-44-0514シーキューブ(株)

アスファルト補修材（シール材）を火気を使用せず溶解し、長時間
保温できる電気ヒータ－式溶解窯。

「Ｔ・Ｃメルター」は、舗装の亀裂補修に使用するアスファルトシール材を電気で溶解する窯です。
従来のガスバーナーで溶解する方法に比べ、電気制御で加熱している為、温度管理が容易で過加熱
による火災の心配がありません。また、ガスバ－ナー溶解では必要なシール材の攪拌作業が不要で、
管理要員の削減ができます。小規模で点在する現場の移動に最適で、溶解したシール材を軽トラッ
ク等に積載したまま排出でき、保温機能を搭載しており長時間いつでも高品質な状態でシール材を
使用できます。 『安全・安心なシール溶解で、簡単な機械操作と楽々メンテナンス、Ｔ・Ｃメルターが
現場のシール補修作業を大きく変えます。』

NETIS:CB-180019-A

アスファルト補修材電気式溶解釜 維持管理・
予防保全

小間番号

G-06

担当：株式会社三和技術コンサルタント/株式会社カナン・ジオリサーチ
URL：http://www.sanwa-consul.co.jp/TEL：0237-55-3535㈱三和技術コンサルタント/㈱カナン･ジオリサーチ

地下と地上情報の一元管理
複数の発信・受信センサーが配されているマルチアンテナにより、地下２ｍまでの空洞や地下埋設物
などを３次元で検出するシステムです。探査車のホイールベース間に設置されたアンテナ可動ユニッ
トはアンテナが左右に自由にスライドするため、２回の走行で最大幅3.5ｍの道路を３次元マッピン
グできます。
また、３次元地中レーダシステムの地下情報とモバイルマッピングシステム（全周囲カメラで撮影する
だけでＩＭＵやレーザーを搭載することなく、高精度な３次元移動計測）の地上情報はＧＰＳ時刻で
同期されており一元管理が可能なシステムです。

NETIS:KT-170087-A

地中レーダ3次元モバイルマッピングシステム 維持管理・
予防保全
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小間番号

G-09

担当：(株)日本パーツセンター 東北支店　大竹
URL：http://www.n-parts.jp/TEL：022-390-1020(株)日本パーツセンター

軽量かつ高強度、高耐食性を実現させたGFRP製橋梁検査路
・ボルト類を除くすべての材料にGFRPを採用。
・GFRP部にはフッ素樹脂塗装を施し、紫外線による劣化を防止。
・従来の鋼製品に比べ大幅な耐久性の向上と軽量化を実現。
・軽量のため作業時の安全性が向上。
・現場での穴加工や切断が容易にでき、加工後の防サビ処理も不要。
・建設費、維持費の削減。
・設計要領 第２集 橋梁建設編６章 3.橋梁検査路に準じる。

GFRP製橋梁検査路 維持管理・
予防保全

小間番号

G-08

担当：仙台支店　加藤、伊東、武田
URL：https://www.nisso-sangyo.co.jpTEL：022-268-6286日綜産業(株)

法面作業構台マルチアングル工法
NETIS:KT-160136-A

安心・安全・作業効率UP 作業構台
法面作業構台マルチアングル工法はアンカー工事やボーリング工事での削孔機などを設置する機械
構台や、乗り入れ構台用として使用する足場です。
本製品は当社が18年前に開発しましたクサビ式足場支保工のニッソー3Sシステムの利点を活用し、
今まで単管+クランプで手間と時間をかけて製作していた構台足場を、より簡単で安全に施工・盛替
えできるようにしたものです。また、法面は様々な材質（コンクリート・土質など）ですので、現場によ
って強度計算や図面が変わってきますが、当製品は接地部に(1)打ち込みタイプ(2)角度自在タイプ
(3)フラットタイプを用意し、それらにも柔軟に対応しています。

維持管理・
予防保全

小間番号

G-08

担当：仙台支店　加藤、伊東、武田
URL：https://www.nisso-sangyo.co.jpTEL：022-268-6286日綜産業(株)

法面2号/踊り場ユニット

仮設機材で初の推奨技術に選定！
軽くて設置簡単なアルミ製ユニット階段。現場に安全と安心を提供します。
【法面2号】は取付角度が自在に設定できるユニット式アルミ合金製階段です｡多様な傾斜角度でも常
にステップは水平になり、昇降時の安全が確保されます。また、階段全体(手摺は着脱式)がユニット
の為、従来の設置工数を大幅に削減できます。素材はアルミ合金製で軽量の為、足元の悪い斜面で
も運搬・設置が容易に出来ます。
【踊り場ユニット】は、法面上に水平の踊り場を構築する角度可変式の中間ステージです。直列・交互
昇降時の踊り場、並列設置による歩廊として法面での安全な足場スペースを確保します。【法面2号】
と組み合わせて使用できます。

維持管理・
予防保全

小間番号

G-08

担当：仙台支店　加藤、伊東、武田
URL：https://www.nisso-sangyo.co.jp/products/TEL：022-268-6286日綜産業(株)

先行床式システム吊足場「クイックデッキ」

昨年デビューしたばかりのQuikDeck新シリーズ
「ライトバージョン」を初出展！
クイックデッキは常に床を先行して設置できるため、安全に吊り足場を組み上げられます。足場とな
る床ユニットはシステム化されていて、簡単に組み立て可能。高強度チェーンと高いフレーム強度によ
り最大吊りチェーンピッチは5ｍ×5ｍを実現しました。作業床は最大5ｍ跳ね出し可能で、これまで
困難だった箇所に設置可能。また、地上で組み上げた床ユニットを吊り上げ連結させることもでき、高
所での作業を削減できます。体育館・アリーナ等の大空間建築の新設・メンテ工事、および工場など
の補修工事では製造ラインを止めずに足場施工が可能です。本技術は、NETIS令和元年『準推奨技
術』に選定されました！

維持管理・
予防保全

NETIS:TH-150007-VE
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小間番号

G-10

担当：藤林コンクリート工業(株) 技術開発部
URL：https://www.fujibayashi-c.co.jp/TEL：019-672-3405藤林コンクリート工業(株)

災害廃棄物の仮置きにも活躍。
ストックヤードの効率向上に特化した専用の２ｍ～３ｍの逆Ｔ型擁壁。
●ストックヤード専用擁壁だからこその機能が充実：フォークリフトを用いて運搬、設置することを
想定し、フォークポケットの設置によりスムーズな移動と安全な撤去、移設を可能にしました。また、
縦壁天端に飛散防止ネット支柱を取りつけることができます。
●安定構造計算書及び蓄積高算定：蓄積物の種類・単位質量、積み勾配で安定構造計算と蓄積高を
算出し、安全なストックヤードの運用に貢献します。
●専用開閉扉：フォークポケットには縦壁どちらからでもフォークを差し込める専用開閉扉を選択い
ただけます。ヤードにストックした資材をしっかり止めながら、移動・撤去の際の利便性を両立させ
ています。

ストックヤード・仮置き施設専用擁壁 ヤードくん 防災・安全

小間番号

G-10

担当：藤林コンクリート工業(株) 技術開発部
URL：https://www.fujibayashi-c.co.jp/TEL：019-672-3405藤林コンクリート工業(株)

連結ピンで様々な形に組み上げられ、土砂災害にも素早く対応できる
常設・仮設可能な積み上げ式のブロック。
●1m×1mの無筋コンクリートブロック：１基あたり1,160㎏のブロックを連結ピンを用いて積み上
げ、連結孔にグラウト材を注入し一体化することで、常設の重力式擁壁としての性能を発揮します。
現場打設の重力式擁壁に比べ、工期が短縮できます。
●上下の噛み合わせ構造：形状は直方体でありながら、製品上面と下面に噛み合わせ構造を採用し、
受け止めた土砂の土圧に抵抗します。積み上げ方により多彩な土留め形状が可能となり、取り外
し・転用も可能となります。
●仮設でも設置可能：土砂災害などの応急対応に迅速に対応できます。

積上げ形状自在の多用途土留ブロック バリアブロック 防災・安全

小間番号

G-09

担当：(株)日本パーツセンター 東北支店　大竹
URL：http://www.n-parts.jp/TEL：022-390-1020(株)日本パーツセンター

自立型緑化施設
・防風パネル（有孔折板）により心地よい光と和らぎある風を取り入れ可能
・保水セラミックス基板（グリーンビズ）の持つ高い保水性により、潅水が大幅に低減。また、蒸発散効
果で涼しく潤いある空間を演出
・植物の配置はスタイルに合わせて自由に選択可能
・置基礎（基礎工事不要）で組立が簡単かつ工期短縮
・耐風速設計は建築基準法に準拠しているため安心

壁面緑化デザインパネル 建設リサイクル
・その他

小間番号

G-09

担当：(株)日本パーツセンター 東北支店　大竹
URL：http://www.n-parts.jp/TEL：022-390-1020(株)日本パーツセンター

軽量かつ高強度、高耐食性を実現させたGFRP製ハンドレール
・ボルト類を除くすべての材料にGFRPを採用。
・従来の鋼製品に比べ大幅な耐久性の向上と軽量化を実現。
・軽量のため作業時の安全性が向上。
・現場での穴加工や切断が容易にでき、加工後の防サビ処理も不要。
・建設費、維持費の削減。
・排気ガス・塩害などに影響されず耐食性に優れるためメンテナンスフリー。

GFRP製ハンドレール 維持管理・
予防保全

Ｇ 
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小間番号

下水道施設の長寿命化に向けた次世代コンクリート       
       
「EeTAFCON」イータフコンは、ジオポリマーとも呼ばれます。
セメントを使用せずフライアッシュを主材とし製造される新たなコンクリートです。
特徴として、
①耐酸性（耐久性）が非常に高く、
②産業廃棄物の大量利用によるCO2削減効果があり、
③材令1日でセメントコンクリートと同等以上の強度特性を有する
といった高強度の次世代コンクリートです。

「EeTAFCON」         G-11

担当：中川ヒューム管工業(株) 仙台営業所      
URL：http://www.h-nac-hp.co .jp/   TEL：0223-25-6681 中川ヒューム管工業(株)

設計・施工

小間番号

遠心力成形により管と基礎を一体化し、迅速施工と省力化、
省資源化を実現      
       遠心力成形高強度パイプカルバート「ＣＳＢ」は遠心力成形によりヒューム管と現場打ちコンクリ
ート基礎を一体化した製品で、現場での施工の省力化、大幅な工期短縮を図ることが出来ます。ヒ
ューム管360°コンクリート基礎に相当する「Ⅰ形」・180°コンクリート基礎に対応する「Ⅳ形」、
より高土被りに対応する「Ｈⅰ－ＣＳＢ」「高圧ＣＳＢ」など施工の状況・用途に応じ土被り０ｍか
ら高土被りまで広範囲な現場に対応できます。

遠心力成形高強度パイプカルバート「CSB」         G-11

担当：中川ヒューム管工業(株) 仙台営業所      
URL：http://www.h-nac-hp.co .jp/   TEL：0223-25-6681 中川ヒューム管工業(株)

設計・施工

小間番号

G-11

担当：中川ヒューム管工業(株) 仙台営業所      
URL：http://www.h-nac-hp.co .jp/   TEL：0223-25-6681 中川ヒューム管工業(株)

コンクリート製の部材を、直接回転させながら
地盤に圧入して、立坑を築造します。
「画期的なマンホール築造工法です」MMホールは、コンクリート部材に回転を与えながら、直接地
盤に圧入させ、マンホールポンプや推進工事の立坑などに用いる汎用性の高いマンホールです。
「工期が短縮され経済的です」直接コンクリート部材を圧入するので仮設土留めが必要なく、した
がって土留め矢板の引き抜きなども必要ありません。そのため工期も大幅に短縮され経済性にも
優れています。
「高精度に施工出来ます」専用圧入機を使用するので、芯ぶれを起こすことなく垂直な圧入が可能
です。

立坑兼用マンホール「MMホール工法」         設計・施工

小間番号

G-10

担当：藤林コンクリート工業(株) 技術開発部
URL：https://www.fujibayashi-c.co.jp/TEL：019-672-3405藤林コンクリート工業(株)

アンダーパスに進入する雨水を歩道地下の製品に貯留。
急な豪雨による浸水時間を確保し、被害を軽減します。

アンダーパスの集中豪雨対策 スコールボックス 防災・安全

●冠水するまでの時間を確保：大雨が降った場合、冠水したアンダーパスに車が進入し、動けなくな
ってしまい、重大な事故につながる恐れがあります。そのような危険に対し増水の軽減や冠水する
までの時間を長くする効果が期待できます。
●製品は積上げ式：製品段数を増やすことにより大量の雨水を貯留することができます。一時貯留
で地下浸透及び排水：大量の雨水を一時貯留し地下に浸透させたり排水することができます。
●水量調節：通常の雨水の場合には下流に排水し、大量の雨水が発生した場合に貯留槽に一時貯留
することができます。
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小間番号

G-13

担当：建築・e.home部
URL：https://www.fujitakk.com/TEL：0247-33-2281藤田建設工業(株)

厚板集成材を利用した組合せ可能なユニットハウス
「Hurryうっど」は厚板集成材を利用したユニットハウスです。壁を木材で仕上げたことにより高い温
熱性と調湿性をもち、利用者に快適で安らげる空間を提供することができます。また、工場製造時に
鉄骨基礎や屋根葺き、塗装を行うことで現場設置時に必要な工程を減らし素早く設置することが可
能となっています。木材利用による地域産材の活用と環境保全に貢献しています。
■工事期間が圧倒的に短い　　　　■増設が可能(ユニットハウス)
■温熱効果が高く環境に優しい ■オフグリッドシステムの導入が可能
■2階建てにすることが可能 ■仮設だけではなく、建築確認申請による本設も可能

厚板集成材を利用した組合せ可能なユニットハウス 設計・施工

小間番号

G-12

担当：営業課、設計課
URL：http://www.yokoe.infoTEL：0229-52-3935横江コンクリート(株)

大型構造物を分割し、工場内で部材を生産。
建設現場の生産性向上に貢献します。
大型構造物を分割し工場内で部材を生産。建設現場で組み立てを行う工法です。

「現場打ち構造物をプレキャスト化し、建設現場の生産性向上に資する」
これを私たちの使命と考え、日々技術研鑽に努めております。

私たちは、様々な技術の応用で、多様なニーズに応えます。

コンクリート構造物のプレハブ工法 設計・施工

小間番号

G-12

担当：営業課、設計課
URL：http://www.yokoe.infoTEL：0229-52-3935横江コンクリート(株)

水平力を受けるプレキャスト製土留め構造物と
組合わせて施工することで大幅な工期短縮を可能とします。
プレキャスト擁壁と基礎地盤との間の摩擦力を確保できる、プレキャスト製基礎板です。

１．土留め構造物と基礎地盤との間の摩擦力を設置直後から確保できます。
２．在来のプレキャスト製土留め構造物の規格（底板幅）を変更することなく適用できます。
３．夜間工事であっても施工が容易で一連の工程が完了でき、急速施工が可能となります。

「現場打ちから製品へ」、建設現場の生産性向上に貢献いたします。

ＦＴＢ®擁壁用プレキャスト基礎板 設計・施工

NETIS:QS-170025-A

小間番号

G-12

担当：営業課、設計課
URL：http://www.yokoe.infoTEL：0229-52-3935横江コンクリート(株)

現場打ち構造物を一品受注生産。
私たちはスマートキャストで建設現場の生産性向上に貢献します。
「私たちはなんでも作ります！」

１．コンクリート製品であること。
２．運搬可能な形状であること。
３．運搬可能な重量であること。

「どのようなものでも“ひとつから”」、お客様のご要望にお応えいたします。

smartcast®（スマートキャスト） 設計・施工

Ｇ 
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小間番号

G-15

担当：ニュープロダクツ室　吉田道信     
URL：http://www.kanamoto.co.jp/  TEL：03-5408-5605  (株)カナモト

デジタルサイネージと環境モニタリングをインクルーズしたディスプレイ       
       今までのよくあるサイネージは工事予定や安全啓発が中心で、騒音や振動、気温等の環境測定は別
表示する必要がありました。このＫ-サインはすべてを一つの画面で表示します。併せて裏画面もモニ
タリングできるため、社内用と社外用に表示を分けられ、データはクラウドで保存しております。また
屋外設置なので従来のモニターよりも明るい高輝度のモニターを採用し、より見やすくしております。
さらに大画面対応でLEDディスプレイの用意しております

Ｋサイン＆LEDディスプレイ         設計・施工

小間番号

G-14

担当：担当：日之出水道機器㈱ 東北支店　塚野
URL：http://www.hinodesuido.co.jp/TEL：022-782-6571日之出水道機器(株)

交差点の安全対策に最適な、
高強度車止め＋コンパクト杭基礎工法
交差点に待機する歩行者の安全対策は、限られた設置スペースの中で、所定の強度に耐える車止め
が求められます。高強度車止め＋ヒノダクパイルSは、コンパクト且つ高強度な基礎工法と、時速20㎞
で走行する車両が正面衝突しても突破されない車止めの組み合わせで、設置スペース・施工スペース
の制約を受ける交差点安全対策に最適です。

高強度車止め＋鋳鉄製杭基礎　ヒノダクパイルS 防災・安全

小間番号

G-14

担当：担当：日之出水道機器㈱ 東北支店　塚野
URL：http://www.hinodesuido.co.jp/TEL：022-782-6571日之出水道機器(株)

高耐久性・高機能なグレーチングで確かな浸水対策
ダクタイル鋳鉄製グレーチングＧＲシリーズは、 グレーチングとして求められる排水性能はもちろん
のこと、路上に設置される構造物として長期にわたる耐久性と高い安全性を備えた製品です。
 さらに、点検や清掃などの維持管理作業性にも配慮しており、長期的な視点での経済性にも優れて
います。
 【施工実績：郡山国道、岩手県盛岡市、秋田県秋田市、山形県山形市、宮城県仙台市など】

鋳鉄製グレーチング（GRシリーズ） 維持管理・
予防保全

小間番号

G-14

担当：日之出水道機器㈱ 東北支店　塚野
URL：http://www.hinodesuido.co.jp/TEL：022-782-6571日之出水道機器(株)

橋梁の長寿命化と取替時間の大幅短縮
車両通行時に加わる荷重や衝撃に耐えうる「強さ」と「伸び」を併せ持つヒノダクタイル鋳鉄を採用し、
鋳物の自由な成形性を活かした最適化を図った伸縮装置です。
これらの特長によって、従来は難しかった周辺舗装をアスファルト仕上げにすることができ、経年で
の段差を抑制します。また、優れた止水構造とボルト緊結構造を有し、橋梁全体の長寿命化と次回取
替時の大幅な施工時間短縮を実現します。
【ライフサイクルコスト低減タイプ】　　【舗装厚内設置対応タイプ（切欠き高さ80㎜）】

橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα 維持管理・
予防保全
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小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

耐震ジョイント付プレキャストフリューム
【概要】
「TSフリューム」は、製品継ぎ手部にTSKJ工法を採用し、地震動における地盤の動きを個々の三面水
路に分散させることで耐震・止水・可とう性を実現した二次製品です。

【特長】
製品の接合部に鍵穴形状の挿入孔を設けており、その挿入孔に樹脂を充填後ジョイントゴムを挿入・
連結することで製品とゴムが一体化され、優れた耐震性・止水性・可とう性を発揮します。

【実績】 「吉里吉里地区雨水流末排水工事」 大槌町 他

耐震性ジョイント付三面水路「TSフリューム」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工

小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

クレーン施工が困難な場所において、
コンクリート製品の搬送・据付を可能とした工法
【特長】
①道路、鉄道等の高架下や建物・電柱等の障害物によりクレーン設置が困難な場所での施工を可能
　としました。
②交通量の多い道路での交通規制緩和対策および安全性向上が図れます。
③正確で敏速かつ低騒音・低振動な施工を行うことができます。
④冬期施工時の氷雪対策に強い横引き工法です。
【実績】「滝ノ沢南地区道路改良工事」　三陸国道事務所（優良下請表彰技術）他

コンクリート製品搬送据付装置「リフトローラー工法」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工

小間番号

G-15

担当：ニュープロダクツ室　吉田道信     
URL：http://www.kanamoto.co.jp/  TEL：03-5408-5605  (株)カナモト

自走式リフター       
       従来、重量のある配管は、専用の吊冶具と楊重設備を天井に設置したのち、配管取付作業を行ってい
たため、準備作業に掛かる時間の短縮が要望されていました。アップローは、配管用パイプやダクト
などの天井設備材料を床面にて機械上にセットし、最大4.2mと6mの2機種で楊重可能です。楊重設
備を設置する必要がないため、取付時間の短縮が可能になります。

アップロー＆アップロー+       設計・施工

小間番号

G-15

担当：ニュープロダクツ室　吉田道信     
URL：http://www.kanamoto.co.jp/  TEL：03-5408-5605  (株)カナモト

建設機械接触防止システム（自動ブレーキ）       
       昨今、現場での安全対策が問われる中、究極の自動ブレーキシステムを開発しました。赤外線で距離
を把握し、画像はAIにより人間のみを確認し建設機械を自動停止させるシステムで、パワーショベル
はもちろん、重ダンプやタイヤショベルなども自動ブレーキシステムを独自に開発し完成させました。
心臓部はAIのディープラーニングで数万におよぶ画像を条件検索できるようにしており、それを高速
専用PCで解析をおこない0.02秒で人間と判断します。

ナクシデント        設計・施工

Ｇ 
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小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

施工性、経済性に優れる大型積みブロック
【概要】
「プロテックウォール」は、経済性と施工性を追求した大型積みブロック擁壁です。
【特長】
①前面、背面ともに壁を有することで現場型枠が不要です。
②ブロックの断面形状は平行四辺形で、4分勾配・5分勾配それぞれ専用設計にて常に水平施工が可
能です。
③控え幅が55㎝から330㎝まで約30㎝毎に12種類のタイプを有することで、様々な設計条件に柔
軟に対応することが可能です。

大型積みブロック「プロテックウォール」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工

小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

車両用防護柵の建て込みを可能としたプレキャストL形擁壁
【概要】
「プロテクトウォールLP」は、天端に車両用防護柵（B、C種）の建て込みを可能としたプレキャストL形
擁壁です。
支柱設置位置を道路端部際まで寄せることで、道路幅員を最大限に確保することが可能です。
【特長】
①垂直な縦壁、②支柱設置可能な天端構造、③長手方向の連結機能を確保したことで、従来工法よ
りもより広い道路幅員の確保、施工の省力化に成功しました。

ガードレール取付可能擁壁「プロテクトウォールLP」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工

小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

コンクリート製剛性防護柵とL形擁壁を一体化したプレキャスト製品
【概要】
「ADウォール」は、コンクリート製剛性防護柵とＬ形擁壁が一体となった構造の二次製品です。高速
道路や幹線道路のランプ・インターチェンジなどで、土留め上部に剛性防護柵が必要な場所に適し
ます。
【特長】
従来、高所での支保・足場工・型枠工や鉄筋組立など多工程の作業が必要ですが、プレキャスト化によ
り据付作業のみとなり、作業工程の簡素化が図れます。また上部剛性防護柵の部分は基準書通りの
形状を確保し、下部擁壁部分については断面のスリム化を実現しました。

剛性防護柵付擁壁「ADウォール」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工

小間番号

G-16

担当：丸栄コンクリート工業(株) 仙台支店 営業課
URL：http://www.maruei-con.co.jp/TEL：022-716-7781

耐震・水密性に優れたゴムリング付ボックスカルバート
【概要】
「DCJボックスカルバート」は、2層構造の特殊ゴムリングを装着した差し口を受け口に差し込むのみ
で、高い耐震・水密性能が確保できるボックスカルバートです。
【特長】
K型とT型の2タイプがあり、要求性能により使い分けができます。
「K型可とう性継手付ボックスカルバート」は、製品個々に可とう性を有し十分な水密性能を確保でき
ます。「T型耐震性継手付ボックスカルバート」は、レベル2地震動に対応した耐震性能を有します。

耐震性ゴムリング付函渠「DCJボックスカルバート」

丸栄コンクリート工業(株)

設計・施工
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小間番号

G-18

担当：伊藤祐二
URL：http://www.aktio.co.jp/TEL：022-217-1811(株)アクティオ 東北支店

アクティオオリジナル移動式事務所！
       
移動オフィスカー　5つのメリット
①ハウスが建てられない場所でも事務所として機能
②短期間工事現場での現場事務所・打合せスペース
③直行直帰で現場担当者の報告時間短縮
④真夏の熱中対策としての休憩室
⑤緊急救命室として

オフグリッドオフィスカー 建設リサイクル
・その他

小間番号

G-17

担当：前田製管(株) 営業本部 開発営業部
URL：https://www.maeta.co.jp/TEL：022-263-2620 前田製管(株)

橋梁長寿命化修繕等のインフラ老朽化対策に、
Pcaで良質なインフラ整備を提供します。

小規模橋梁プレキャスト化 設計・施工

・橋長10ｍ以下の小規模橋梁の更新にPCaボックスカルバート、門型カルバートを使用することで、
建設コストや維持修繕が安価となり公共事業費の縮減に繋がります。
・橋梁に比べボックスカルバート、門型カルバートは維持管理が容易なため、長寿命化の一環として
有益となります。
・支承、伸縮継手など、損傷しやすい部材がございません。
・部材種類が少なく、健全度の把握が比較的容易となります。

小間番号

G-17

担当：前田製管(株) 営業本部 開発営業部
URL：https://www.maeta.co.jp/TEL：022-263-2620 前田製管(株)

製品据付機能を付加したPCa製品専用搬送機が
施工の合理化を図り、コスト低減、工期短縮に寄与します。

PCa製品の搬送工法 MAJEST（マジェスト） 設計・施工

・クレーン等が使用できない場所へ使用する自走式のPCa製品据付機械です。
・微調整機能により、正確な位置へ設置可能です。
・施工の省力化、合理化が可能となるため、工事現場の生産性が向上します。
・カメラや感知ブザー、走行時警告音など、安全に配慮した設備を設置しております。
・施工状況に応じて走行速度の調整が可能です。
・アタッチメントを使用する事で、水路、擁壁等様々な製品の施工が可能です。

小間番号

G-17

担当：前田製管(株) 営業本部 開発営業部
URL：https://www.maeta.co.jp/TEL：022-263-2620 前田製管(株)

コーナー部を90°～179°間の任意の折角で施工可能な、
底版現場打ち併用のプレキャストL型擁壁です

マルチコーナー擁壁(国土交通大臣認定) 設計・施工

・左右専用プレキャスト部材の組み合わせと底版の現場打ちコンクリートにより構成するＬ型擁壁用
のコーナー製品です。
・折部が曲面仕上げで美観がよく、敷地に合わせ90°から179°の範囲で自在に施工可能です。
・「宅地防災マニュアル」に準拠した構造設計を行っており、大規模地震動による設計水平震度0.25
を採用しております。
・宅地用擁壁として2020年に国土交通大臣認定を取得しました。

Ｇ 
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小間番号

(株)東北ペガサス

アルミ製段差解消スロープ
1人で扱える軽量・コンパクトな本体。簡単操作の高さ調整。スロープ面には滑りにくい加工を施し、床
との取り合い部にも段差が生じません。

SGドラゴン 防災・安全G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233

小間番号

G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233(株)東北ペガサス

軽量・軽快、高い拡張性と収納性。リニューアルに最適。
「ＳＧエンジェル」は、安全性と機能性を両立した軽量アルミ合金製の移動式室内足場です。類似品
で多発している天板折り畳み時の手挟み事故を解消する一枚構成の天板、軽快なキャスター、畳めて
積み重なる高い収納性を備えているだけでなく、無限大の拡張性であらゆるニーズに対応すること
ができます。
◆軽量なアルミ合金製　◆1500㎜×1000㎜の広い作業床　◆工具なしで組み立て・折り畳み
◆本体同士やオプションを用いた自由な連結　◆積み重ねで省スペース収納

アルミ合金製移動式室内足場　ＳＧエンジェル 防災・安全

小間番号

担当：伊藤祐二
URL：http://www.aktio.co.jp/TEL：022-217-1811

ラジコンで簡単操作！無人草刈機！
       
①最大径射角50°
②誰でも簡単操作可能
③プロユースでコンパクト（仮幅１ｍ、本体1.11ｍ、長さ1.97ｍ）　
④ハンマーナイフ装着（背丈を超える草も刈取り可能、飛散防止カバーで飛び石防止）
⑤安全配慮（緊急停止は本体、ラジコンで可能、傾斜地で傾きを警告）　　　　　　　　　　

ハイブリットラジコン草刈機

(株)アクティオ 東北支店

建設リサイクル
・その他G-18

小間番号

担当：伊藤祐二
URL：http://www.aktio.co.jp/TEL：022-217-1811

電気自給自足型ユニットハウス！
       
ハウス上部へ太陽光パネル～部屋内へ蓄電ユニットを搭載。
4坪ハウス　単棟及び連棟でも使用可能な1パッケージタイプ
ご使用場所について
①熱中症対策ハウスとして
②僻地で発電機の燃料調達に苦慮するような現場
③トラック荷台にハウスを乗せて使用している現場
④電源の供給困難な現場

オフグリッドハウス（連棟可能）

(株)アクティオ 東北支店

建設リサイクル
・その他G-18

Ｇ 
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小間番号

(株)東北ペガサス

壁際・柱際作業に適した新機軸アルミ合金製可搬式作業台
スタンダードな作業台と同様に使用可能。片側の主脚２脚の角度を85°にしたことでより壁際・柱際に
近づいた作業が可能となり、作業性・安全性アップに大きく貢献するニュースタイルの作業台です。
ＳＬＬ・ＬＬ・Ｌの各タイプには作業床からの転落を防止する感知バー（危険認知支援装置）を装備。
従来の外付け突き出し天板と違い、作業床端部までしっかりと囲われているため、安全な作業が可能
になりました。

アルミ合金製可搬式作業台　ＳＧペガ直角５００ 防災・安全G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233

小間番号

(株)東北ペガサス

壁際作業がスムーズに。感知ガード搭載の軽量作業台。
広い天板によって作業姿勢が安定し、壁際に近い作業が可能。作業床端部を作業者に伝える円弧状
の感知ガードを装備。「はしご」「脚立」に代わる新しい作業台「ＳＧセトー」です。
◆広い作業床
作業面に突き出た広い作業床（550㎜×400㎜）は、より壁際や柱際に近付いた位置で、安定した
姿勢を保ちながらの作業を可能にします。
◆墜落防止
作業面の感知ガードと昇降面の背面感知ガード、天板より上部に伸びた主脚が作業者の周り全て
を囲い、墜落を防止します。

感知ガード搭載軽量作業台　ＳＧセトー 防災・安全G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233

小間番号

(株)東北ペガサス

高い旋回性のダブルキャスター採用。ウレタンタイヤで色移り防止。
個々が独立して回転する自在型キャスターは、床への色移りがないウレタン製タイヤを採用。わずか
な力で始動でき、高い旋回性を発揮します。許容荷重は従来製品の２倍の500㎏。強い制動力を発
揮するストッパーを装備し、ロックもワンタッチで可能です。

移動式足場用高機動キャスター　SGグリフォン 防災・安全G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233

小間番号

(株)東北ペガサス

アルミ合金製で非常に軽量、かつ頑強なボディ
一般的な軽量台車とはまるで違う数々の革新的な機能。さらに部材・部品構成の最適化によって獲
得した、高いメンテナンス性とカスタマイズ性。次世代台車のスタンダード。
◆フットブレーキを搭載
足先で簡単に操作が可能なフットブレーキは、側面からも後方からもロックの有無が視認可能で
す。また緊急時には走行中のブレーキ操作が可能です。
◆キャスターを６輪搭載
キャスターを６輪搭載したことで、一輪あたりの荷重が軽減され、４輪台車に比べ軽快な操作性と
安定した走行性を実現しました。

多目的軽量アルミ台車　ヘラクレスＣＵＢＥ 防災・安全G-19

担当：小笠原孝幸
URL：http://toupega.co.jp/TEL：0223-25-0233

Ｇ 
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小間番号

G-21

担当：東北営業部 本部　池端光晴
URL：http://www.nishio-rent.co.jp/TEL：022-288-4240西尾レントオール（株）

チルトローテーター付バックホウ　独自のキャビン内設計ICT
バケットスケールの機能を標準装備
・施工図面をキャビン内で作成・変更可能
・図面の無い現場でも即時に丁張があるかのように作業可能
・リモートツールで遠隔操作、作図が可能
・チルトローテーター（バケット360度回転、最大45度傾き）で移動範囲の削減、現場の効率化
・アタッチメントをワンタッチ脱着で作業時間短縮
・バケットスケール標準装備（バケット積載量の管理）し、過小積載、過積載を抑止

VOLVO  NEW  STYLE  ICT 設計・施工

小間番号

G-20

担当：仙台営業所　佐川太郎      
URL：http://www.mikasas.co.jp/  TEL：022-238-1521三笠産業(株)

超低騒音を実現‼　95dB
NETIS登録モデル
       ・タコ・アワメーターにてエンジンの回転数の調整が可能（2,300回転/93dB　1,450回転/80dB）
・オリジナルマフラーの採用で消音効果を図り、超低騒音化を実現しました。　
・エンジンを覆うカバーはメンテナンスのし易いフルオープンボンネットとサイドカバーを採用しております。
・ハンドルの振動も従来機（501）と比べ40％軽減。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機械質量：560㎏（592㎏）

MRH-503DS-SS 超低騒音型ローラー     設計・施工

小間番号

G-20

担当：仙台営業所　佐川太郎      
URL：http://www.mikasas.co.jp/  TEL：022-238-1521三笠産業(株)

地盤剛性をＬＥＤスケールメーターでリアルタイムに表示
転圧作業の「見える化」を実現    
       ●転圧センサー「ＣｏｍｐａｓⅡ」●
・搭載された加速度センサーにより、地盤締め固め具合をリアルタイムに確認できます。
・施工目標となる地盤硬度に応じて作業回数を明確にできます。

機械質量：341㎏　　　　　　　　　　　　　　　
遠心力 45kN

MVH-308DSC-PAS　バイブロコンパクター      設計・施工

小間番号

G-20

担当：仙台営業所　佐川太郎      
URL：http://www.mikasas.co.jp/  TEL：022-238-1521三笠産業(株)

国産初
電動パワーユニット式ランマー      
       ・圧倒的な耐久性：モーター/ハーネス等の保護…プロテクター／ファンガードを装備
・抜群の操作性：三笠独自の防振機構…防振ハンドルを搭載、操作性の向上。電子部品の保護/安全 
 性の確保
・力強い転圧：３スピード切替え採用…路盤状況や作業内容に最適な回転数が選択可能

機械質量：75㎏

MT-e55　タンピングランマー       設計・施工
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さまざまな計測機器のデータをクラウドで一括管理
・最大16台の計測機器を接続できます
 （風速、風向、湿度、WBGT、雨量、騒音、振動、粉じん等、デジタル8CH、アナログ8CH）
・外部接続機器からの信号をサーバーへデータ転送可能（１分間隔で送信）
・データ閲覧画面は、4・9・16分割で自由にレイアウト可能です
・最新データ、過去データ、グラフを表示できます
・規制値オーバー時、現場担当者へメールでお知らせします（最大20人）
・ブラウザ画面で各種設定値を変更できます

計測クラウド16 設計・施工
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現場内のWi-Fi環境構築を簡単に！
・アクセスポイント間を無線で中継、LANケーブル要らずで現場内をネットワーク化
・電波状況に応じて、アクセスポイントが最適な経路を常に自動的に選択し接続されますので、増設
や移設も設定変更が不要で簡単です
・無線の速度・安定性も高いのが特長です
・アクセスポイント間は最大500ｍまで通信可能
※通信距離、通信速度は周囲状況等によりかわります
・電源AC100Vが必要です。ポータブルバッテリーオプションあり

無線中継対応　無線LANシステム　PicoCERA 設計・施工
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働き方改革のお手伝い！　現場での長時間労働の是正！
移動可能なワークスペースの確保！
・いつでも、どこでもデスクワークが可能「業務の効率アップ」「残業時間の削減」
・複数の現場を移動する際の隙間時間を利用してデスクワークが可能
・現場事務所が建てられない、短期現場で事務所が欲しい場合に大活躍
・災害時、BCP対策としての緊急事務所として活用可能
・エアコン、ソーラーパネル、椅子下収納、上部収納スペース、100Vコンセント（２口）、外部充電コン
セント、換気扇、窓（２ヶ所）を装備

軽トラック車載型　事務室BOXカー 設計・施工
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各種センサ機器との組合せで重機を緊急停止
・各種センサ機器と接続可能、各種重機に取付可能
・作業環境、作業内容に合わせた最適な機器と組合せできます
・センサが検知して、重機が停止します
・自動的に緊急停止するため安全性が向上
・大きな加工を必要とせずに重機に後付けできます
※重機の仕様によって、取付できない場合もあります

重機緊急停止装置　ヒヤリハンター装備 設計・施工
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現場作業者と指示者のコミュニケーション　遠隔臨場対応
・遠隔地で現場の状況確認が出来、指示を出せます
・遠隔指示／施主様の施工箇所検査を遠隔地から遂行可能
・技術指導／ベテアン社員の施工を録画・若手社員の行動指示
・現況確認／架空線作業、狭小箇所作業等立ち入り困難箇所の確認
・安全性能／ハンズフリーの為、手をふさがずに作業が可能
・200万画素の高画質、ひとつのバッテリーで４時間使用可能（スマートグラス　M-300）
・最大４端末同上視聴可能（※オプション）

ウェアラブルカメラ　Generation-Eye 設計・施工
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