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出展者代表技術

出展者名 出展代表技術 ブース番号 分野

アーボ(株) スリムスリット 92 安全・安心

(株)アイティエス BOLT-Tester 55 維持・更新

青木あすなろ建設(株) ダイス・ロッド式摩擦ダンパーを用いた橋梁耐震工法 130 防災

あおみ建設(株) KS-EGG-SE工法 194 施工

旭イノベックス(株) オートゲートステップレスバタフライフロート 114 防災

アジア航測(株) 三次元計測ソリューションによる維持管理 47 維持・更新

麻生フオームクリート(株) 気泡混合軽量土を用いた橋梁の長寿命化技術 59 維持・更新

アンダーパス技術協会 SFT工法 187 施工

安藤ハザマ 安藤ハザマの脱炭素・循環型社会の実現 181 施工

(一社)イージースラブ橋協会 イージーラーメン橋 69 コスト縮減

いであ(株) インフラDXに活用できる可視化技術 129 防災

(株)イトーヨーギョー ライン導水ブロックシリーズとその洗浄システム 99 安全・安心

(株)因幡電機製作所 照射方向自在式コンパクト高欄照明 36 維持・更新

(株)イビコン ～安心して利用できる道路つくりを～　ガードレール用連続基礎ブロック　自在R連続基礎シリーズ 72 安全・安心

(株)インフォマティクス 建設現場に実寸大のCAD/BIM/CIMデータをAR/MR表示（GyroEye） 143 DX・ICT

(株)ウェッブアイ 工程表作成ツール「工程’s」 146 DX・ICT

(株)エイト日本技術開発 インフラDXの実践～建設コンサルタントからの提案 145 DX・ICT

エコモット(株) 遠隔臨場システム「Gリポート」 151 DX・ICT

(株)エスイー SEリミッター 105 防災

NCBドレーン協会 NCBドレーン工法 195 施工

エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 維持管理ソリューションなど 137 DX・ICT

エム・エム ブリッジ (株) 床版取替工事 49 維持・更新

(株)エムオーテック パネル式防護柵 188 施工

大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会 特殊車両通行手続のデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性の向上と道路インフラの保全 174 DX・ICT

(株)オーク AC-DASH工法 196 施工

(株)大阪防水建設社 UG-Ⅰグラウト工法 18 維持・更新

(株)大林組/大林道路(株) MAKE BEYOND つくるを拓く 213 施工

オープンシールド協会 オープンシールド工法 204 施工

(株)オクノコトー 万能土質改良機による建設発生土再利用システム 178 施工

(株)奥村組 3次元モデル・工程情報・積算情報を一元化する「5次元施工シミュレーションシステム」 166 DX・ICT

奥村組土木興業(株) 岩盤切削機サーフィスマイナー 180 施工

小野田ケミコ(株) SDM-Fit工法 133 防災

(株)オリエンタルコンサルタンツ/(株)エイテック/(株)アサノ大成基礎エンジニアリング DXを盛り込んだ新たな社会価値を有する事業モデル・技術モデル 139 DX・ICT

(一社)On-Site Visualization 研究会 光を使った全く新しい多チャンネルデータロギングシステム 73 安全・安心

(株)ガイアート 透水性コンクリート「透水くんⅡ」 14 維持・更新

鹿島建設(株) 環境配慮型コンクリートCO2-SUICOM®（シーオーツースイコム） 201 施工

(株)加藤建設 アーバンリング工法・パワーブレンダー工法 183 施工

(株)かんこう 移動計測機器による3Dデータ取得／点検支援システム 176 DX・ICT

(株)KANSOテクノス ROV・UAV活用によるインフラ設備管理 56 維持・更新

管路品質評価システム協会 管路劣化診断 衝撃弾性波検査法 58 維持・更新

KEYTEC（株） コンクリート内部探査用電磁波レーダ【ストラクチャスキャン SIR-EZシリーズ】 20 維持・更新

(株)キッズウェイ 顔認証システムFACEma 152 DX・ICT

協同組合Masters　GEOTETS（ジオテツ）工法研究会 GEOTETS(ジオテツ)工法＝近接施工や堤防において鋼矢板等を安心して引抜けるオンリーワン技術。 68 コスト縮減

協働水素(株) 燃料電池を用いた夜間照明 63 環境

(一社)橋梁延命化シナリオ研究会 維持管理支援ソフト「橋の匠」 136 DX・ICT

共和ゴム(株) ボルトナット防錆キャップまもるくん® 42 維持・更新

(株)きんそく きんそく杭打システム「杭打キングPLUS」 173 DX・ICT

(株)熊谷組 コッター床版工法 13 維持・更新

(株)栗本鐵工所 トンネル内消火配管用ダクタイル鉄管　/　FRP検査路 24 維持・更新

KJS協会/アンカー補修協会/NMアンカー協会 EHDアンカー 117 防災

計測ネットサービス(株) DAMSYS-Hybrid 101 防災

(株)ケー・エフ・シー パデムシート 15 維持・更新

KTB協会/PCフレーム協会 全素線塗装型PC鋼より線を使用したKTBの技術と工法 127 防災

ケミカルグラウト(株) 地球環境に優しい新地盤凍結工法　ICECRETE 104 防災
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(株)ケミカル工事 現地で即時に塩化物イオン量が推定できる「塩分センサ」 37 維持・更新

(株)建設技術研究所 オンデマンドモビリティサービスおよび防災行動支援システム 140 DX・ICT

(一財)建設業技術者センター 建設技術者のための情報発信サイト「コンコム」 6 団体

(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部 この国の未来を、つくっていく 5 団体

建設副産物対策近畿地方連絡協議会 近畿建設リサイクル表彰 64 環境

建設副産物リサイクル広報推進会議 建設副産物リサイクル広報推進会議の活動 65 環境

(一財)建設物価調査会 i-部品Get 156 DX・ICT

(公財)高知県産業振興センター/大斗(有)/関西仮設(株)/(株)技研製作所/(株)四国ネット メイドイン高知の防災関連製品・技術 116 防災

(株)鴻池組 Reライニング工法 208 施工

国際航業 空間計測技術とコンサルティングでDXをサポート 138 DX・ICT

国土交通省　近畿地方整備局　近畿技術事務所 建設技術支援・防災技術支援・新技術活用支援・DX推進 2 団体

国土交通省　近畿地方整備局　神戸港湾空港技術調査事務所 物流・防災強化、海域環境改善、船舶技術 7 団体

国土防災技術(株)/サンスイ・ナビコ(株) 土石流シミュレーションを活用した道路被害想定技術 125 防災

(株)小島組 自動運転・省力化のグラブ浚渫システム 207 施工

ゴトウコンクリート(株) ディンプルエフ 90 安全・安心

コニシ(株) ボンドKEEPメンテ工法VMシリーズ 25 維持・更新

(株)駒井ハルテック 抜取り可能なあと施工アンカーボルト「Rアンカー」 34 維持・更新

五洋建設(株) 五洋のi-Construction 198 施工

(一財)災害科学研究所 J-ティフコム技術研究会 超緻密高強度繊維補強コンクリート(J-ティフコム) 44 維持・更新

佐藤工業(株) 大阪支店 自己充塡コンクリートを用いた覆工の自動化 210 施工

サンコーコンサルタント(株) 防災・維持管理分野におけるi-Constructionの取組み 121 防災

三信建設工業(株) V-JET工法 126 防災

GIコラム研究会 硬質層対応GIコラム工法(GIコラムHL工法) 179 施工

JERコンクリート補改修協会/日本ジッコウ㈱ 用水路補修システム「MY-300Sシステム」 60 維持・更新

JFEグループ 未来へつなぐJFEの新技術 87 安全・安心

(株)シクソン 無機接着剤使用のコンクリート剥落防止工法 22 維持・更新

JIPテクノサイエンス(株) スマートフォンを活用した路面調査システム 165 DX・ICT

シバタ工業(株) シートプロテクション 119 防災

清水建設(株) コンクリートに関する生産性向上技術 193 施工

斜面対策研究協会 地山補強土工・落石予防工・アンカーネット工法 135 防災

(株)白崎コーポレーション つる性雑草侵入防止工法「つるガード工法」 46 維持・更新

(株)シンクロアイズ SynchroAZ 159 DX・ICT

鈴木産業(株) 無溶剤無機質コーティング材料「セラトン」 66 環境

ストリートプリント工業会 ストリートプリント 97 安全・安心

スバル興業(株)/(株)レンタルのニッケン 水澄まいる 62 環境

住友大阪セメント(株)グループ　リフレドライショット工法協会 Evolution by Synergy 52 維持・更新

スワエール協会 超速硬化透明低黄変ポリウレア樹脂 28 維持・更新

西武建設(株) 関西支店 吹付けドローン 21 維持・更新

(一社)全国圧入協会 ジャイロプレス工法 102 防災

(株)仙台銘板 長距離無線「ぱとろーら」 94 安全・安心

(一財)先端建設技術センター NETIS新技術情報提供システム登録申請支援事業 153 DX・ICT

ソイルアンドロックエンジニアリング(株) 簡易型RI水分計 WARP-mini（ワープミニ） 164 DX・ICT

(株)創発システム研究所 熱画像検知式自動通報設備 132 防災

(株)ソーキ 工事車両音声誘導システム 88 安全・安心

(株)ダイカ ユニットネット工法 113 防災

大成建設(株)/大成ロテック(株) 既設RC床版の高耐久上面打替工法　T-Sus Layer 205 施工

大日コンサルタント(株) IoTによるリモートモニタリングサービス(LIRIS) 169 DX・ICT

太平洋セメントグループ コンクリートソリューション 10 維持・更新

大豊建設(株) ニューマチックケーソン工法　高気圧作業の完全無人化へ 202 施工

(株)ダイヤコンサルタント 水文観測 総合アプリ 70 コスト縮減

高田機工(株) FuRaP<フラップ>(FRP製ハンドホール) 212 施工

(株)竹中土木 盛土材料品質管理システム 211 施工

W2R工法協会　近畿支部 W2R工法 197 施工

中央開発(株) 斜面崩壊センサー　感太郎 110 防災
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中央復建コンサルタンツ(株) インフラマネジメントに挑む総合的ソリューション 155 DX・ICT

中大実業(株) ジョイントドレーン 32 維持・更新

帝人フロンティア(株) 軽量かつ高強度な板材 23 維持・更新

鉄建建設(株) コンクリート打設管理システム 162 DX・ICT

鐵鋼スラグ協会 SDGsの達成に貢献しうる環境資材 61 環境

デンカ(株) －5℃環境下でも硬化可能な繊維補強用接着剤　デンカアクリセーブK 39 維持・更新

東亜グラウト工業(株) 土石流・流木流下防止緊急対策工 108 防災

東亜建設工業(株) 作業船3D施工管理システム 189 施工

東亜道路工業(株) 樹脂防水一体型アスファルト舗装　タフシャットRA工法 31 維持・更新

東急建設(株) CBパネル工法・PPCaボックスカルバート 186 施工

東興ジオテック(株) ザルコン 112 防災

東洋アルミニウム(株)　新事業創造部門 ステンレスフレーク含有塗料「ステンシェル」 19 維持・更新

東洋建設(株) 浮標画像追跡システム i-ByTs（アイ・バイツ） 184 施工

(株)東洋スタビ STB-ICT粒度改良工法 190 施工

戸田建設(株) すいすいC&T工法 199 施工

飛島建設(株) e-Standダッシュボード 170 DX・ICT

(一社)ドローン測量教育研究機構 インフラDXに向けたドローン三次元測量とデータ活用 157 DX・ICT

なおしタル工法研究会/ (株)ニューテック なおしタル工法 177 施工

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株) 洗浄便座点検くん® 53 維持・更新

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 配管保護シート「Easy Guard」 54 維持・更新

西尾レントオール(株) SDGsのご提案、レンタル会社だからできることを 71 安全・安心

西日本高速道路(株)関西支社 高速道路に変わらぬ安全と、これまでにない感動を。 81 安全・安心

西日本高速道路エンジニアリング関西(株) 交通規制注意喚起システム<危険さっち> 74 安全・安心

西日本高速道路エンジニアリング九州(株) ｅＱクリアコート　（イーキュークリアコート） 77 安全・安心

西日本高速道路エンジニアリング四国(株) 赤外線トータルサポートシステム　Jシステム 76 安全・安心

西日本高速道路エンジニアリング中国(株) E-標識ローテーター 75 安全・安心

西日本高速道路総合サービス沖縄(株) USIMPACT（ウルトラソニックインパクト） 83 安全・安心

西日本高速道路ファシリティーズ(株) 新型発進制御機 78 安全・安心

西日本高速道路メンテナンス関西(株) プラウ・ブロワーアタッチメント 80 安全・安心

西日本高速道路メンテナンス九州(株) REJ工法(橋梁伸縮装置漏水補修工) 84 安全・安心

西日本高速道路メンテナンス中国(株) ハイパーセラゼックスT 85 安全・安心

西松建設(株) インフラ監視クラウドシステムOKIPPA（傾斜・伸縮・温度・湿度） 168 DX・ICT

(株)ニチゾウテック 放電破砕工法 103 防災

(株)日惠製作所 青色全灯 工事用安全ルーフ灯 98 安全・安心

日特建設(株) のり面省力化吹付工法「スロープセイバー」 106 防災

(株)NIPPO リペットペーブ 51 維持・更新

日本製鉄グループ 日本製鉄グループの国土強靱化ソリューション 86 安全・安心

(株)日本インシーク 点群データ計測と維持管理への活用 144 DX・ICT

日本SPR工法協会　関西支部 SPR工法、オメガライナー工法、SPR-SE工法 57 維持・更新

日本基礎技術(株) 二重管自動削孔機 「A-RPD」 118 防災

(一社)日本橋梁建設協会 鋼橋の魅力と技術を発信 4 団体

日本躯体処理(株) けい酸塩系表面含浸材 RCガーデックス土木用(1回塗り) 45 維持・更新

(一社)日本建設機械施工協会 関西支部 情報化施工の普及促進 167 DX・ICT

(一財)日本建設情報総合センター JACICクラウド 171 DX・ICT

(一社)日本建設保全協会 スーパーホゼン式工法 27 維持・更新

日本工営(株)　大阪支店 DX、IoT技術によるインフラ維持管理、防災支援の取り組み 149 DX・ICT

日本国土開発(株) 回転式破砕混合工法 67 環境

日本コンクリート工業(株) PC-壁体工法 206 施工

国土環境緑化協会連合会 ソイルクリート工法・マザーソイル工法 131 防災

(一社)日本鉄鋼連盟 国土強靱化に資する鋼構造技術・工法 122 防災

日本物理探鑛(株) 高周波交流電気探査 26 維持・更新

日本リバコン協会 高浸透性改質剤(リバコン・リキッド) 35 維持・更新

(株)ニュージェック IRIワイヤレス路面測定技術「ACTUS」 17 維持・更新

NEXCO西日本イノベーションズ(株) 構造物モニタリングシステム(AutoCIMA) 82 安全・安心
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ハイジュールネット工法研究会 ハイジュールネット工法 115 防災

(株)パスコ 『インフラ分野のDX』で活躍するパスコのICT技術・サービス 172 DX・ICT

発泡ウレタン空洞注入協会 Tn-p工法 30 維持・更新

早川ゴム(株) 耐震改修　サンタック可とうジョイント 48 維持・更新

Harris Geospatial(株) SARデータ解析モニタリングソリューション 163 DX・ICT

パルテム技術協会　関西支部 パルテム・フローリング工法 43 維持・更新

PAN WALL工法協会 PAN　WALL工法 124 防災

阪神高速グループ 先進の道路サービスへ 1 団体

(株)ピーエス三菱 半断面床版取替工法 16 維持・更新

日立建機日本(株) Solution Linkage 147 DX・ICT

日之出水道機器(株)　近畿支店 鋳鉄製グレーチング/伸縮装置 91 安全・安心

ヒロセ技研(株)/新舘建設(株)/旭洋設備工業(株) プラロード工法 192 施工

ヒロセグループ ヒロセグループの「環境と働く人への負荷軽減への取組（現場発技術改革）」 191 施工

(株)フォーラムエイト
デジタル田園都市構想実現を支援するソリューション
-地方創生・国土強靱化を支援するUC-1、FEM、3D・VRソフト- 161 DX・ICT

福井コンピュータグループ BIM/CIMコミュニケーションシステムTREND-CORE BIM施工支援システム　GLOOBE Construction 175 DX・ICT

福田道路(株) マルチファインアイ 9 維持・更新

(株)藤井組 低空頭特殊杭打工法 200 施工

(株)富士技建 TAPS工法(Transfer Arc Plasma Spraying) 79 安全・安心

(株)フジタ 重機搭載レーザ計測システム 141 DX・ICT

(株)復建技術コンサルタント 国土強靭化に向けた「斜面防災」・「ため池」の点検から設計・維持管理までのワンストップサービス 134 防災

復建調査設計(株) デジタルツインの利活用と発展 154 DX・ICT

(株)不動テトラ CI-CMC-HA工法／ CI-CMC-HG工法 128 防災

フリー工業(株) デコメッシュ(省⼒化・省⼈化・⼯期短縮に有効な埋設型枠) 120 防災

フリーフレーム協会近畿支部/岡部(株) フリーフレーム 100 防災

(株)Bridge 残土処分サービス DANPOO（ダンプー） 150 DX・ICT

古野電気(株) GNSS自動変位計測システム DANA 33 維持・更新

プレストネット工法協会 プレストネット工法 109 防災

(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会　関西支部 i-Bridgeによる生産性向上への取り組み 3 団体

Head-bar工法協会 プレート定着型せん断補強鉄筋Head-bar 185 施工

(株)保全工学研究所 Kuraves-Actis 8 維持・更新

本州四国連絡高速道路(株)/(株)ブリッジ・エンジニアリング 本州四国連絡橋の維持管理技術～200年以上利用される橋をめざして～ 89 安全・安心

前田建設工業(株) 官民連携によるインフラマネジメントの実績 11 維持・更新

前田道路(株) ＬＥＡＢ　施工性改善型アスファルト混合物 12 維持・更新

(株)丸治コンクリート工業所/ランデス(株) 置き式ガードレール連続基礎GUブロック 95 安全・安心

マルチドリル 工法協会 マルチドリル 工法 182 施工

丸藤シートパイル(株) 重仮設リースのパイオニア企業　信頼の技術で設計、施工をトータルサポート 203 施工

ミズノ(株) ワークシューズ・ワークアパレル・ワークグッズ 96 安全・安心

三井住友建設(株) 超⾼耐久橋梁「Dura-Bridge」 38 維持・更新

MITS工法協会 MITS工法CMS-ICTシステム 158 DX・ICT

宮地エンジニアリング(株) FRP検査路 40 維持・更新

(一社)無溶接工法研究会 課題いろいろ！知りましょう！！「無溶接工法」 93 安全・安心

村本建設(株) コンクリート打設管理装置 160 DX・ICT

Made in 新潟　新技術普及・活用制度 新潟県がバックアップする土木・建築の新技術の紹介 41 維持・更新

(株)MetaMoJi 建設現場アプリ デジタル野帳「eYACHO」 142 DX・ICT

(株)横河ブリッジ/(株)横河NSエンジニアリング cusa(アルミ合金製常設足場) / SEF(鋼製フィンガージョイント) 29 維持・更新

ライト工業(株) 地盤改良・のり面分野のICT活用技術 107 防災

レジテクト工業会関西支部 レジテクトRT工法 50 維持・更新

(株)ワイビーエム 杭芯位置誘導システム「Y-Navi」 148 DX・ICT

若築建設(株) マルチビームソナー搭載自律航行式深浅測量用 Ｒ/Ｃボート 209 施工

和歌山県/（株）クスベ産業/災対新技術研究会/（株）ケイエフ/フリー工業（株） 県産品建設資材 111 防災

(株)和建 仮設落石防護柵 123 防災
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