索
頁

企業・団体名（五十音順）

7

分

類

引
製品品目等

製品・工法・技術名

旭コンクリート工業株式会社

共通資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

ＰＣ・ＨＴＣボックスカルバート

33

株式会社イースター

土木資材 一般土木用材

多自然型連結ブロック

39

株式会社ウッディーコイケ

土木資材 造園緑化材

木製公園資材・木製土木資材

機械設備 タンク類
カイエー共和コンクリート株式会社 土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

鋼板製一体型受水槽（ポンプ室内配管方式）

48 □○株式会社エヌ・ワイ・ケイ
18 □
40

快工房株式会社

土木資材 造園緑化材

16

鹿島道路株式会社

土木資材 道路舗装用材料類

フロンティア側溝

建築資材 外構材
カツデンアーキテック株式会社
10 □ 株式会社加藤建設工業 武蔵プラント 共通資材 改良土

亀井産業株式会社

貼付け型ひび割れ補修材
サイクルスタンド

41
2

景観環境エクステリア製品
ＰＭＲ99

D－NA（ディーナ）

粒状改良土（建設発生土のリサイクル）

共通資材 骨材

再生砕石〔RC-40〕

31 □○株式会社川金コアテック

土木資材 橋梁用材

34

土木資材 一般土木用材

コンクリート積ブロック・張ブロック

19 □○共栄建材工業株式会社

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 ◇

FX側溝

20 □

共同コンクリート株式会社

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

スリット蓋・スリット溝

21 □

経堂コンクリート株式会社

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

すべり止め付水抜き側溝蓋（KHD甲蓋）

43

紘永CMC株式会社

電気設備 避雷設備・接地極

高炉セメントＢ種使用照明用基礎ブロック

共通資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

既製コンクリートパイル

関東小野田ブロック株式会社

8 □○児玉コンクリート工業株式会社

◇

11 □ (NPO)埼玉県建設発生土リサイクル協会 共通資材 改良土

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ拘束型鉛ﾌﾟﾗｸﾞ入り高減衰積層ｺﾞﾑ支承

石灰改良土

50 □

埼玉圏廃棄物混合土リサイクル協会 工法技術 廃棄物混合土ﾘｻｲｸﾙ ◇◎廃棄物混合土リサイクル工法

49 □

株式会社山陽

機械設備 上下水道用設備

25 □

三和グランド株式会社

土木資材 その他道路用材

35

○鹿人コンクリート工業株式会社

32 □
46

ショーボンド化学株式会社
○株式会社新富士空調

26 □○シンレキ工業株式会社
3
12

管推進工法位置検出装置（Sリード）
◇

透水性土系スラグ環境舗装材

エターナルサンド

土木資材 一般土木用材

平米ブロック（ヘイベック）

土木資材 橋梁用材

落橋防止装置：緩衝ﾁｪｰﾝ、伸縮装置：STｼﾞｮｲﾝﾄ
エコダクトを使っての空調設備工事

機械設備 ﾀﾞｸﾄ・制気口ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
土木資材 その他道路用材

株式会社杉浦土木

共通資材 骨材

株式会社スリー・ケー

共通資材 改良土

◇◎雑草対策目地材「ボーソーシールT」
再生砕石RC40-0・再生砂RC10-0
石灰改良土

29 □○大水産業株式会社

土木資材 上下水道用材

◇

ﾘｻｲｸﾙJIS硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（RJ-VP・RJ-VU）

42 □○大同機工株式会社

建築資材 外構材

◇

シート式防水扉

27 □

太平洋プレコン工業株式会社

土木資材 その他道路用材

◇

歩道用平板・インターロッキングブロック

30 □

タカマツ株式会社

土木資材 上下水道用材

◇

ネオリング（マンホール受枠の高さ調整リング）

4

ツネイシカムテックス埼玉株式会社 共通資材 骨材

44 □○特殊鋼管株式会社

機械設備 管類・配管付属品

36 □○日本躯体処理株式会社

土木資材 一般土木用材

13 □○野崎興業株式会社

共通資材 改良土

47

機械設備 排水金具

株式会社長谷川鋳工所

アークサンド（人工砂）
ステンレス製

プレハブ加工管

RCガーデックス
◇

調質改良土（再生盛土材）
ステンレス製

床上掃除口

バルブボックス

共通資材 環境保全
◇ ６価クロム還元剤「改良６出なし」「再生６出なし」
15 □ 初野建材工業株式会社
45 □ ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 機械設備 管類・配管付属品
プッシュマスター

14 □

株式会社ホートー

共通資材 改良土

22

株式会社ホクエツ関東

◇

ユニ・ソイル（生石灰改良土）

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

省スペース設計

17 □○前田道路株式会社

土木資材 道路舗装用材料類 ◇

水で固まる全天候型高耐久常温合材／段差補修材

L型街渠Ｉ形

23 □

丸栄コンクリート工業株式会社

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

自歩道コスモドレーン

51

株式会社ミスミ特殊

工法技術 削孔機械

◇

高周波ダイヤモンドコアドリル HCW8000(H)

37

三井化学産資株式会社

土木資材 一般土木用材

◇

テンサー（ＦＷ工法：補強土壁工）

株式会社向山工場

共通資材 鉄鋼

メトリー技術研究所株式会社

土木資材 一般土木用材

柳沢コンクリート工業株式会社

共通資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

コマ型ブロック（マイ独楽）

24 □○矢作コンクリート工業株式会社

土木資材 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 ◇

可変勾配ロングU（GT側溝）

28 □

吉村工業株式会社

土木資材 その他道路用材

電線共同溝

5 □

リコ・スタイル株式会社

共通資材 骨材

再生単粒度砕石

6 □

両神興業株式会社

共通資材 骨材

リョータイト砕石

1 □
38 □
9 □

エムケーフープ
◇

D・Box（ディー・ボックス）

鋳鉄蓋
ＲＣ４０～２０

凡 □：県産品フェア2015出展企業・団体等（団体等の一員での参加も含む） ◇：新製品・新技術紹介制度への掲載履歴有
例 ○：県産品シンボルマーク使用承認企業
◎：新製品・新技術ﾏｯﾁﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ事業にて有効性を確認

