
「しまね・ハツ・建設ブランド」対象技術　一覧表　
H28.4.1　現在

推奨 1 C0505 製品 スルーサー (株)三研テクノクリエイト
埋設型切梁
（土留工における切梁受金具）

仮設工、土留・仮締切工
CG-040004-VE
CG-080008-VR

推奨技術

1 C0901 製品 ＷＥＰシステム 松江土建(株)
高濃度酸素溶解水を作る水中型気液
溶解装置

環境、水質改善工

2 B0906 製品 かわらミック舗装 今井産業(株)
製造時の規格外瓦を再利用したアス
ファルト舗装

アスファルト舗装工、透水性舗
装工、歩道舗装

3 B0907 製品 エコマサ
たてぬい建設事業協同組合
(株)Re-FLEX

鋳物廃砂をリサイクルした再生土 盛土工、路体・路床 CG-140009-A

4 B0908 製品 スラグサンド
たてぬい建設事業協同組合
(株)Re-FLEX

鋳物スラグをリサイクルした再生砂 管渠等の基礎材、埋戻し材

5 A1001 工法 ＨＳ工法
カナツ技建工業(株)
(有)村松土木

ＨＳビット（開閉式ビット）を使用した単
管削孔工法

法面工、アンカー工、鉄筋挿
入

CG-100001-A

6 A1002 工法 ベンチャードリル工法
(有)村松土木
松江土建(株)

鉄筋挿入工における超軽量空気式削
孔工法

法面工、アンカー工、鉄筋挿
入

7 B1001 製品 瓦ックファルトブラック 東幸建設(株)
規格外瓦を使用した再生アスファルト
舗装

アスファルト舗装工、歩道舗装

8 B1002 製品 瓦ックファルトナチュラル 東幸建設(株)
規格外瓦を使用した再生アスファルト
舗装

アスファルト舗装工、歩道舗装

9 B1003 製品 エコパウダー 中国電力(株)
火力発電所から産出されるフライアッ
シュ原粉を、生コンクリートに混合

コンクリート工

10 B1004 製品 ライトサンド 中国電力(株)
火力発電所から産出されるクリンカ
アッシュを盛土材として活用

盛土工、軽量盛土工、構造物
裏埋工

CG-120029-A

11 C1001 製品 ポラグラス (株)イズコン
ポーラスコンクリート擁壁
（多自然型ブロック）

多自然型護岸工、ブロック積
（張）工

12 C1002 製品 トール 和光産業(株) 集排水用の溝を設けた側溝蓋 側溝工、側溝蓋

13 A1003 工法
木炭（炭八）利用による樹木樹勢回
復工法

出雲土建(株) 木炭を用いた樹木の樹勢回復工法 植栽工、樹勢回復改良工

14 A1004 工法 雲太 (株)藤井基礎設計事務所
工事現場で発生する騒音・振動を遠
隔監視システム

事業損失防止、騒音・振動

15 A1005 工法 ＤＣのび太安全管理警報システム (有)シンク・フジイ
地盤の変位を常時監視し土砂災害を
察知して自動警報するシステム

安全管理、地盤変動監視

16 B1005 製品
瓦・コンクリート使用の再生砕石
（RC-４０）

山建プラント(株)
瓦生産時に発生する規格外瓦を50%、
Con殻50%配合した再生砕石

路盤工、構造物基礎材

17 C1003 製品 ぽん太 (株)ワールド測量設計 打撃音樹内腐朽簡易診断装置
維持、樹木管理工、樹木腐植
診断

18 C1101 製品 スリッター
(株)イズコン
(株)ランコン

集水孔付き側溝蓋 側溝工、側溝蓋

19 C1201 製品 フレキシブル側溝 (株)イズコン 自在な角度で施工できる側溝 側溝工 CG-100002-A

20 C1202 製品 道路用側溝横断型（T-25） 八束コンクリート工業(株)
横断用（Ｔ－２５）のグレーチング付き
側溝（中央開口型・全面開口型あり）

側溝工

21 C1301 製品 柱状礁（コンクリート直立柱タイプ） (株)海中景観研究所
複数本の柱を直立させた構造の人工
礁

漁場整備、魚礁製作工

22 B1301 製品 ゼオセラミック (株)イズカ
規格外瓦とゼオライトを原料とした土
壌改良材

植栽工、土壌改良

23 A1301 工法
G・O・R工法（森林土壌微生物を使っ
た法面緑化工法）

今岡工業(株)
(株)イズカ

ゼオライトと森林土壌微生物を使った
木材チップ植生基材吹付工

植生基材吹付工 CG-120011-A

24 C1302 製品 CRスラブⅡ型 和光産業(株)
既設現場打ち側溝の上部再生用製
品

側溝工 CG-120034-A 特別支援モデル

25 C1303 製品 ジャストキューブ (有)ナチュラルフィールド 植生基材吹付け厚管理用ブロック 植生基材吹付工

26 C1304 製品 道路施設用AdvanLED-Lighting (株)Ｓ.Ｅ.Ｉ 島根県共同開発のLED照明 照明工 特別支援モデル

27 C1401 製品 ばか騒ぎ (有)シンク・フジイ 重機向け安全管理補助器具 安全管理、重機事故防止 CG-100032-A

28 C1402 製品 ｅｃｏ－８ (有)土江重機 エンジン出力制限カバー 土工、掘削機械の環境対策 CG-100005-VE

29 B1401 製品
スラグ使用の再生砕石
（RC-40・RC-30）

たてぬい建設事業協同組合
(株)Re-FLEX

鋳物スラグを100%使用した再生砕石 路盤工、構造物基礎材

30 C1403 製品 グレイン側溝 (株)イズコン
勾配付き全面グレーチング蓋が使用可
能な横断用側溝。

側溝工

31 A1401 工法 土石流警報システム (有)シンク・フジイ
個別警報が可能な無線式土石流警
報システム

安全管理

32 C1501 製品 排水性舗装対応フィルター 八束コンクリート工業(株)
0～100mmの舗装厚に対応可能な側
溝取付用排水フィルター

側溝工、排水性舗装

1 H25.7.5 製品 KBブロック 昭和セメント工業(株)
歩道端部の2cmの段差をスロープ化
する歩車道境界ブロック

縁石工

2 H25.7.5 製品 KC歩車道境界ブロック (株)丸惣
規格外瓦を骨材としたコンクリートで
製造した歩車道境界ブロック

縁石工

3 H26.2.7 製品 スクラムガード (株)イズコン
車両用防護柵に使用するプレキャスト
連続基礎

防護柵工

4 H27.3.13 製品 ロックルⅡ型 (株)イズコン 間知ブロック張工のプレキャスト製品 護岸工、法面工

5 H27.7.24 工法 リバイバル工法 テクノ工業（株）
老朽化した既設モルタル吹付の補
修・補強

モルタル吹付工修繕

6 H28.2.12 工法 石州瓦コンクリート舗装 （株）サンクラフト
規格外瓦を骨材としたコンクリート舗
装

コンクリート舗装工
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NETIS
登録
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（キーワード）
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