
○平成16年度トライアル発注製品一覧

H16101
有限会社
アクティブ

I can れんが

塩化ビニールパイプを使用
し、モルタルを使わず、簡単
に組み立てることができるれ
んがです。

○農業試験研究センター

〒843-0023
武雄市武雄町大字昭和
840番地

0954-22-8207
0954-22-8207
activejp@cableone.ne.j
p

H16102
株式会社
シマブン

セーフティグレーチ
ング

病院や福祉施設のトイレ・浴
室・テラスの出入口等に設置
するノンスリップタイプのグ
レーチングです。車イス等も
スムーズに通行できます。表
面がやわらかく、冬場でも冷
たくありません。

○佐賀コロニー（テラス出入
口）

〒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

H16103
株式会社
タシロ

ラバーガード

＜ゴム製パーキング
ブロック＞

廃タイヤや廃ゴムを再利用し
ウレタン樹脂で成型したラ
バー製パーキングブロック
で、軽量であり着色も可能で
す。

○伊万里総合庁舎（駐車場）

〒840-0213
佐賀市大和町久留間3593
－1（大和工場）

0952-62-8320
0952-62-8316
tgtasiro@po.saganet.ne
.jp

H16104
株式会社
タシロ

ＴＳペイブロード

＜ゴムチップ・木
屑・石材＞

ゴムやゴムと木屑の混合物を
舗装に使用することにより、
廃棄物の減少やコストダウン
が図られます。

○希望の家（散歩道）、みど
り園（プール周辺）

〒840-0213
佐賀市大和町久留間3593
－1（大和工場）

0952-62-8320
0952-62-8316
tgtasiro@po.saganet.ne
.jp

H16105
株式会社
ハットリ工業

放熱塗料（熱交換塗
料）

負荷カロリー（入熱）の大幅
な削減効果があり、防水層
（アスファルト・ウレタン）
外壁に使用できる。
なお、従来の遮熱塗料の欠点
であった表面の汚れや光沢の
低下による遮熱効果の急激な
低下はありません。

○神埼総合庁舎（外会議室）

〒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/

H16106
鷹山工房
株式会社

磁器製蓄光式・避難
誘導標識
「ナイトブライト・
セラミック」

「光を蓄えて、暗くなると自ら
発光する」蓄光素材を使用し、
高い発光輝度（JIS規格の６倍
以上）と残光時間（約６時間）
を可能とした蓄光磁器技術で
す。その高い蓄光性能を活か
し、停電時などの非常時に有効
な避難誘導を行えるようにした
のが本製品です。

○みどり園廊下及び玄関

〒844-0014
西松浦郡有田町戸矢乙36

0955-42-5657
0955-42-5657
info@yozankobo.net

http://www.yozankobo.net

H16107
不二コンクリート工
業
株式会社

トレールもくさく

＜県産間伐材の有効
利用＞

佐賀県産間伐材の有効利用を
図り、腐朽や破損の際には、
基礎コンクリートを壊すこと
なく木材のみを取り替えるこ
とができる木製外柵です。

○黒髪少年自然の家

〒843-0233
武雄市東川登町大字永野
7552-2

0954-23-1211
0954-23-3167
s.fukushima@fuji-
con.com

http://www.fuji-con.com

H16108
日本建設技術
株式会社

ミラクルボードソイ
ルストップ工法

廃ガラスのリサイクル材、吸
水性ミラクルソルをコンク
リートに埋設したミラクル
ボードによる保水型緑化補助
工です。1：0.8より急勾配の
岩盤斜面やモルタル面におい
ても緑化が可能で生態系復旧
の成功実績も有り、循環型社
会の形成にも寄与する新工法
です。
○杵島郡大町町（農道法面）

〒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/
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H16201
株式会社
山忠

麺鉢

軽くて強く、熱の伝導が遅い
という優れた特性を有する麺
鉢です。

○春日園食堂

〒844-0024
西松浦郡有田町赤坂有田
焼卸団地

0955-43-2248
0955-43-3569
yamachu@mocha.ocn.ne.j
p

H16202
大坪石材
株式会社

ＨＣ複合路床材

砕石微粉末に安定材（生石
灰）と切込ズリを混合処理す
ることで、舗装道路の構築路
床材として使用できるリサイ
クル性の高い複合路床材で
す。

○県道川上牛津線

〒843-0021
武雄市武雄町大字永島
17945番地

0954-23-1616
0954-22-2595
ots@ootsubo-
sekizai.co.jp

http://www.ootsubo-
sekizai.co.jp

H16203
株式会社
海洋開発技術研究所

アクアファイン

ダム及び湖沼のアオコ対策の
ために開発した商品で、省エ
ネが可能なプロペラを用いて
水面の水を集め、導水ホース
で水底に送り出す装置です。

○矢筈ダム

〒848-0043
伊万里市瀬戸町2269番地
53

0955-23-2266
0955-23-2223
mti@felco.ne.jp

H16204
株式会社
ミゾタ

ハイブリッド外灯

LED照明で省エネ型の外灯で
す。従来品に比べ1/10の消費
電力です。しかも電源は、風
力・太陽光のハイブリッドで
す。日没から日の出まで連続
点灯が実現しました。

○北山国民休養地芝生広場兼
臨時駐車場

〒840-8686
佐賀市伊勢町15番1号

0952-26-2555
0952-24-2336
kankyou@po.mizota.co.j
p

http://www.mizota.co.jp/

H16205
日本建設技術
株式会社

ミラクルソルを用い
た水質浄化システム

廃ガラスを再資源化した水質
浄化用ミラクルソル（発泡廃
ガラス材）を水質浄化システ
ムの接触材として使用するこ
とで高度な水質浄化が可能と
なります。下水処理場や河
川、ダム湖の浄化も可能で循
環型社会の形成にも寄与しま
す。

○玄海水産振興センター

〒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/

H16206
株式会社
シグマ

イケコン（回転数制
御装置）

ファン、ポンプ等のモーター
（電動機）の回転数を自動的
に最適な状態にコントロール
する制御装置です。
省エネとCO2の削減に大きく
貢献します。

○自治修習所宿泊棟

〒840-0857
佐賀市鍋島町大字八戸
3005

0952-26-7661
0952-22-8434
webmaster@shiguma.com

http://www.shiguma.com

H16301
株式会社
デジック

光触媒SEチタンコー
ト剤

高品位で高密度の完全無機酸
化チタン塗膜を形成し、光触
媒酸化チタンが持つ本来の性
能を最大限に発揮し、長時間
にわたり優れた効果を維持す
るチタンコート剤です。

○佐賀土木事務所の公用車

〒849-0932
佐賀市鍋島町八戸溝149-
9

0952-33-3365
0952-36-5758
s7digic@rainbow.plala.
or.jp

http://www.digic-
k.co.jp/digic/

H16302
オフィス・ケイ・プ
ロ

ペーパークラフト

むつごろう・カチガラス等を
モチーフとしたペーパークラ
フトで、佐賀県の特色を発信
できる製品です。
それ以外にも200種類ほどの
アイテムがあります。

○観光課

〒849-0934
佐賀市開成3丁目5番44
203号

0952-36-8353
0952-36-8353
kazu-
fukuda@bird.ocn.ne.jp

http://www.kodawarimon.com/ka
zu/
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H16303 鬼橋設備
スキ水再利用分別ろ
過装置

海苔機械から出る海苔屑込み
の廃水を、水中ポンプを通じ
吸入送水し、円筒状のステン
レス網で噴出させ目詰まりを
防止する装置。

○有明水産振興センター

〒843-0301
嬉野市嬉野町大字下宿甲
4347

0954-43-1361
0954-43-1361
onihashi@peach.plala.o
r.jp

H16304
ビーウィズ
株式会社

BEWITH 　Ｈ－１

世界初のオール偏芯コーンを採用し
たスタジオモニター・スピーカーシ
ステムです。音響解析に基づき理想
形状を追求した一体成型アルミダイ
キャスト製エンクロージャーを本漆
仕上げしています。第23回ＭＪテク
ノロジー・オブ・ザ・イヤースピー
カー部門優秀賞、2007インターナ
ショナルCES High Performance
Audio部門でINNOVATION AWARDを受賞
しました。

○宇宙科学館１階

〒841-0047
鳥栖市今泉町2249-4

0942-85-0839
0942-85-0830
info@bewith.jp

http://www.bewith.co.jp

H16305
熊本電気工業
株式会社

エコブライダー

鏡面仕上により反射率を高
め、省エネ効果が期待できる
高輝度電灯反射笠です。

○産業技術学院実習棟

＜写真はありません＞

〒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

H16306
株式会社
グリーンテクノ21

エコチョーク72
(コッコチョーク)

卵の殻を再利用した黒板用
チョークです。

○県立高校

〒849-0931
佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

0952-30-0702
0952-30-0703
info@green-21.com

http://www.green-21.com
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