
○平成17年度トライアル発注製品一覧

H17101
株式会社
フリーダム

楽らく掲示板

風雨の侵入防止や防錆、開閉
の軽減など従来品の欠点を改
良した屋外用掲示板です。

○県立図書館

〒840-0857
佐賀市鍋島町八戸1146番
地6

0952-23-0350
0952-23-0363
freedom@po.saganet.ne.
jp

http://www2.saganet.ne.jp/fre
edom/

H17102
大協コンクリート
株式会社

縁石一体型側溝　縁
楽（えんらく）

縁石と側溝を一体成型するこ
とにより施工工程を短縮可能
とした建設費縮減型側溝で
す。
必要に応じて縁石の部分を分
離できる縁石一体型側溝ブ
ロックです。

○県道嬉野川棚線

〒842-0121
神埼市神埼町志波屋1956

0952-52-9763
0952-52-5894
dai-
kyo@mx71.tiki.ne.jp

H17103
株式会社
ヤマウ佐賀工場

エコスラグコンク
リート

ごみ溶融スラグを細骨材に使
用したコンクリート製品で
す。

○国道２６３号

〒842-0302
佐賀市三瀬村藤原字大佐
古2974

0952-56-2331
0952-56-2074
k-kanai@yamau.co.jp

http://www.yamau.co.jp/

H17104
株式会社
肥前道路

アドバンクレー舗装

カラー舗装用骨材の製造時に
発生するダストを使用した、
雑草対策効果のある舗装材で
す。

○鹿島土木事務所管内道路路
肩

〒849-1203
杵島郡白石町戸ケ里3657
番地

0954-65-4717
0954-65-5091
ak2578@mx7.tiki.ne.jp

H17105
日本建設技術
株式会社

透・保水性舗装工法

廃ガラスを再資源化した吸水
性ミラクルソル（発泡廃ガラ
ス材）を路盤材に用いた保水
型工法で、都市部における雨
水の涵養を促し夏場の路面温
度を下げヒートアイランド現
象を抑制します。また、循環
型社会の形成にも寄与する新
工法です。

○大手口佐志線歩道

〒847-1201
唐津市北波多徳須恵1417
番地1

0955-64-2525
0955-64-4255
info@nkg-net.co.jp

http://www.nkg-net.co.jp/

H17106
有限会社
善徳丸建設

海底環境活性化装置

ジェット水流により海底を１
ｍから1.2ｍ迄の深度でかき
混ぜ、底質を改善し海全体の
環境を改善する技術です。

○有明海の干潟域

〒849-1613
藤津郡太良町大浦丙792-
5

0954-68-2736
0954-68-3265
z82736@cronos.ocn.ne.j
p

http://www.zentokumaru.jp

H17107
有限会社
オフィス・タカハシ

SLEC-MIX-L
（ゲル状酸化チタ
ン）

特別な技術を必要とせずロー
ラーで簡単に塗ることができ
るゲル状酸化チタンコーティ
ング剤です。

○自治修習所宿泊棟浴室

〒842-0103
神埼郡吉野ヶ里町大曲
6036

0952-53-8234
0952-53-8354
saga@saga-shop.co.jp

http://www.saga-shop.co.jp

H17108
株式会社
江里口造園

リバーク（有機質土
壌改良材）

剪定された生木や枝葉をチッ
プ化して発酵させた堆肥で
す。

○鏡山公園

〒840-0857
佐賀市鍋島町大字八戸
1637番地4

0952-28-7447
0952-28-7448
eriguchi_z@lilac.plala
.or.jｐ

http://www.e-woodlife.com/
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H17109
ヤマト陶磁器
株式会社

佐賀発　すこやか食
卓楽々セット

食事のバランスや必要エネル
ギーの調整ができるようデザ
インされた食器セットです。

○佐賀コロニー、日の隈寮

〒844-0024
西松浦郡有田町赤坂丙
2351番地169

0955-43-3511
0955-43-3512
shouroom@yamatotoujiki
.co.jp

http://www.yamatotoujiki.co.j
p/

H17201
株式会社
富士建

道路反射鏡改良品
セイフティミラー

新しいアイディアのカーブミ
ラーです。
今まで映りづらかったゆるや
かなカーブ（Ｙ字路）で大き
な効果（大きな画像）を提供
します。

○唐津土木事務所管内道路
上：セーフティミラー
下：従来品ミラー

〒840-0513
佐賀市富士町下熊川159
番地68

0952-64-2331
0952-64-2340
eigyou@fujiken-co.jp

http://fujiken1.jp/

H17202
株式会社
シマブン

ペーパーホルダー
「おくだけ」

トイレットペーパーの装着や
切断が片手で簡単にでき、芯
あり・芯なしペーパーのいず
れも使用できるペーパーホル
ダーです。
色は、アイボリー、ピンク、
ブルーの3種類があります。

○県庁舎、希望の家、アバン
セ、金立養護学校、北部養護
学校

〒849-0112
三養基郡みやき町大字江
口2488-5

0942-89-5235
0942-89-5306
info@shimabun.jp

http://www.shimabun.jp

H17203
株式会社
田中鉄工所

トラスカーポート

大空間の屋根を実現する構造
美あふれるシステムトラスを
カーポートに使用していま
す。
柱が少ないカラフルでオシャ
レなカーポートを実現しまし
た。

○武雄総合庁舎

〒849-0912
佐賀市兵庫町瓦町1194-1

0952-24-8115
0952-25-3074
tnk-iw@h3.dion.ne.jp

http://www.k4.dion.ne.jp/~tnk
/

H17204
株式会社
サインズ

新電子透かしアプリ
ケーション

電子透かしの技術を用いた、
著作権情報及び秘密文書の埋
込みソフトウェアです。

○あそぼーさがフォトランド
（ホームページ）

〒840-0041
佐賀市城内2-9-28

0952-27-0130
0952-27-0131
info@sainsweb.com

http://www.sainsweb.com

H17205
佐賀県建設総合コン
サルタント協同組合

地図とリンクした電
子納品管理ソフト

調査・測量･設計・工事成果
の電子データを位置情報とあ
わせて、視覚的に管理できる
ソフトウェアです。

○武雄土木事務所

〒840-0937
佐賀市鍋島六丁目13番6
号

0952-30-2317
0952-30-2317
scea@scea.jp

http://www.scea.jp

H17206
有限会社
佐賀ダンボール商会

大型有田焼万華鏡
“手鞠”

世界的万華鏡作家山見浩司・
香蘭社・副島硝子など12の伝
統工芸の衆知を集めた世界
初！磁器製大型万華鏡です。
上品な手鞠の紋様と光の映像
を作り出す2枚の回転ホイー
ルが特徴的なアンティーク万
華鏡です。

○宇宙科学館１階

〒849-4172
西松浦郡有田町下本乙
2496-1

0955-46-5141
0955-46-4125
sagadan@alpha.ocn.ne.j
p

http://www.arita-mangekyo.jp/

H17301
株式会社
ハットリ工業

橋梁道路凍結防止塗
料（工法）

橋梁裏面及び床版に塗布する
ことにより冬期の道路凍結を
防止できる塗料（工法）で
す。

○国道２６３号の橋梁

〒840-0053
佐賀市朝日町5-56

0952-29-7000
0952-24-5367
info@hattori-k.net

http://www.hattori-k.net/
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H17302
有限会社
あんじん

ハト飛来防止工事B-
ST
（鳥防止剤）

塗布することにより１～２週
間でハトが寄りつかなくなる
植物性忌避剤です。

○総合看護学院学生寮、小城
高校渡り廊下

〒849-4271
伊万里市東山代町長浜
2050-7

0955-22-7050
0955-23-7271
anjin@titan.ocn.ne.jp

http://www.hatob-st.ecnet.jp/

H17303
株式会社
ニシケン

アコルグリーン

県有特許の酸化チタンを塗布
することにより、「消臭」
「防汚・防カビ」「抗菌」効
果のある人工観葉植物です。

○日の隈寮食堂

〒839-0804
久留米市宮ノ陣町若松1
番地の9

0942-35-5862

http://www.r-nishiken.co.jp/

H17304
株式会社
環境アネトス

ＮＤロック

特別管理廃棄物を原料とす
る、重金属安定・石綿封じ込
め剤です。

○工業技術センター特殊試験
室天井

〒840-0027
佐賀市本庄町本庄575-5

0952-22-8851
0952-22-8851
k-
anetosu@ace.ocn.ne.jp

http://www.k-anetosu.com/

H17305
株式会社
扶桑エンジニアリン
グ

葉もれび在来種法面
緑化工法

在来種の草本区画と低木木本
区画との吹き分けにより低木
木本類の育ちやすい環境をつ
くります。
地球の温暖化の原因である
CO2削減に寄与する低木樹
林、法面を形成する法面緑化
工法です。

○県道厳木富士線

〒848-0023
伊万里市大坪町丙2110-
12

0955-22-4171
0955-23-5022
office@fuso-eng.co.jp

http://www.fuso-eng.co.jp

H17306
株式会社
住軽日軽エンジニア
リング

さがんさく

佐賀県産の間伐材と金属製の
支柱で構成されたハイブリッ
ド柵です。
間伐材の取替えが簡単でメン
テナンス補修作業が容易に行
えます。
また、道路の線形に対応して
フレキシブルな設計ができま
す。

○神埼土木事務所管内道路

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-
6-23　博多駅前第2ビル

092-436-6910
092-436-6915

http://www.sne.co.jp

H17307
有限会社
フリーマム

イオン・パウダー・
ソーダ

環境にやさしく洗浄力が高い
重曹の洗濯洗剤です。洗濯槽
のカビや室内干し臭を抑制
し、お肌の弱い方にも安心で
す。すすぎが簡単で節水がで
きます。

○春日園、佐賀コロニー、希
望の家

〒840-2104
佐賀市諸富町徳富2015-3

0952-34-8675
0952-34-8685
freemom@wonder.ocn.ne.
jp

http://www.mom.co.jp/

H17308
株式会社
Tripton

教材ロボット
「Loop Kicker」

Ｃ言語プログラミング・ロ
ボット設計等を楽しみながら
学習できる、多方向移動サッ
カーロボットです。

○塩田工業高校

〒841-0204
三養基郡基山町宮浦218-
1

050-3497-2807
info@tripton.co.jp

http://www.tripton.co.jp/

H17309
熊本電気工業
株式会社

Shine Bright
（シャインブライ
ト）

反射笠に角度をつけ内部を鏡
面仕上げにしたことにより反
射率が上がり、省エネ効果が
期待でき、また、表面に県有
特許の酸化チタンコーティン
グを施している為、汚れ防止
及び高い耐久性が得られ、メ
ンテナンスが非常に楽な高輝
度電灯反射笠です。

○塩田工業高校体育館

〒842-0015
神埼市神埼町大字尾崎
3274-1

0952-53-1088
0952-53-1077
main@kumamotodk.co.jp

http://www.kumamotodk.co.jp
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H17310 ムラカミ電子 アスクてんてん

小型で持ち運びに便利で長文
も読みやすい円盤式点字表示
装置です。
※(株)アスク（大阪府）との
共同開発製品。

○県立盲学校

〒849-0123
三養基郡上峰町坊所
3218-5

0952-52-1369
0952-52-2149
muladen-x@nifty.com

http://homepage1.nifty.com/MU
RADEN/
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