第 53 回地盤工学研究発表会（高松大会）

技術展示のしおり


会

場

サンポートホール高松

1階

展示場，市民ギャラリー，コミュニケーションプラザ
（〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1）



内

容

技術展示コーナー［56 ブース］
【併設コーナー】
 特別会員 PR
 ドリンク（お茶，コーヒー等の無料提供）
 休憩スペース
 G-CPD 登録
【スタンプラリー】スタンプ 3 種類で「ひやぶっかけうどん」を 100 円でご提供
【歓迎行事（ウェルカムイベント）】7 月 24 日（火）18:00〜19:00 開催
※いずれも無料



期

間

平成 30 年 7 月 24 日（火）9:00〜18:00
平成 30 年 7 月 25 日（水）9:00〜16:30
平成 30 年 7 月 26 日（木）9:00〜15:00
※歓迎行事は 7 月 24 日の技術展示コーナー終了後の 18:00 より開催



来場者

学会参加者および一般市民



主

公益社団法人

催

地盤工学会

※但し，歓迎行事に一般市民の方は参加できません．
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１．はじめに
地盤工学分野における技術の発展はめざましく，新しい施工法，材料，調査法，試験法，設計法，解
析法，防災・環境保全など優れた技術が各機関・各企業で開発されています。そこで，各機関・各企業
で開発された優れた技術を紹介して頂く場として技術展示を行います。期間中，技術展示会場内にはド
リンクコーナーおよび特別会員 PR コーナー，休憩スペースも設置しています。
また，技術展示会場内の 3 箇所に設けたスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラ
リーを終えた方には，特典として会場内の特設うどん店でさぬき名物「ひやぶっかけうどん」を 100 円
でご提供いたします。
技術展示に，是非お立ち寄り下さい。入場無料で，一般の方の入場も可能です。

２．技術展示の会場
技術展示の会場は，研究発表会の会場でもあるサンポートホール高松の 1 階で，隣接する展示場，市
民ギャラリー，コミュニケーションプラザです。

展示場

デックスガレリア

市民ｷﾞｬﾗﾘｰ
ｺﾐｭﾝｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ

３．技術展示のスケジュール
技術展示の会場でのスケジュールは次のとおりです．
7 月 24 日（火）

9:00〜 9:10

開会式

9:00〜18:00

技術展示（併設コーナー含む）

18:00〜19:00

歓迎行事（ウェルカムイベント）

7 月 25 日（水）

9:00〜16:30

技術展示（併設コーナー含む）

7 月 25 日（木）

9:00〜15:00

技術展示（併設コーナー含む）
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４．歓迎行事（ウェルカムイベント）
下記のとおり，技術展示の初日（7 月 24 日）には，展示場内（奥のドリンクコーナー付近）にて，出
展者および学会参加者の方々の歓迎行事を開催します．ふるってご参加ください（参加費無料）．
7 月 24 日（火）

開催日時：
次

第： 18:00
18:05

開会挨拶（地盤工学会会長
乾杯（実行委員会委員長

18:10〜 歓談：
19:00

18:00〜19:00
大谷

順）

長谷川修一）

ビールとつまみをご用意します

閉会の辞（四国支部長，実行委員会副委員長

※進行：小竹

大野裕記）

望（実行委員会技術展示部会長）

５．併設コーナーの紹介
いずれも無料です．各コーナーの場所は，「６．出展者一覧および会場配置図」を参照ください．
（１）特別会員ＰＲ
地盤工学会特別会員のパンフレット等を用意していますので，ご自由にお持ちください．場所は，
会場の奥です。
（２）ドリンク
展示場の奥で，冷たい水やお茶（ペットボトル），温かいコーヒーをそれぞれ用意していますので，
ご自由にお飲みください。
（３）休憩スペース
展示場の奥および，デックスガレリアに休憩スペースを設けています。打ち合せや商談，休息場と
してご利用ください。なお，デックスガレリアに設ける休憩スペースは，うどんコーナーでのうどん
の提供時間外での利用となります。
・デックスガレリアに設ける休憩スペースの利用可能時間
7 月 24 日（火）9：00〜11：00，14：00〜18：00
7 月 25 日（水）9：00〜11：00，14：00〜16：30
7 月 26 日（木）9：00〜11：00，14：00〜15：00
（４）G‑CPD 登録
G-CPD 登録機は，展示場脇の通路に設置しています。会員カードを持参のうえ，登録ください（詳
細は，「参加者のしおり」をご参照ください）。
（５）スタンプラリー
技術展示会場内の 3 箇所に設けたスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー
を終えた方には，特典として会場内の特設うどん店でさぬき名物「ひやぶっかけうどん」を 100 円で
ご提供いたします。スタンプの設置箇所および「うどんチケット」との引換場所は，会場配置図でご
確認ください。なお，スタンプラリー実施時間は，特設うどん店の閉店時間までといたします。また，
スタンプ枚数には限りがあります。うどん玉がなくなり次第，閉店とさせていただきます。
スタンプラリー実施時間
7 月 24 日（火）9：00〜14：00（うどん店開店時間 11：00〜14：00）
7 月 25 日（水）9：00〜14：00（うどん店開店時間 11：00〜14：00）
7 月 26 日（木）9：00〜13：30（うどん店開店時間 11：00〜13：30）
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６．出展者一覧および会場配置図
出展は，次表に示すように 56 ブースです。表中の番号は，会場配置図に示すブース番号に対応しま
す。「７．出展者の紹介」もご覧いただき，各ブースをご見学ください。

ブース

出展団体

番号
1

（株）地層科学研究所

2

五大開発（株）

3

川崎地質（株）

4

多数アンカー式補強土壁協会

5

（株）技研製作所

6

NCB ドレーン協会

7，8

応用地質（株）四国支社

9

復建調査設計（株）

10

木材活用地盤対策研究会

11, 12

ジオ・ラボネットワーク+日本システム管理（株）

13

大成建設（株）

14

（株）エスイー

15

フロテックアンカー技術研究会

16

中央開発（株）

17

協同組合 Masters 地盤環境事業部会

18, 19

日鉄住金高炉セメント（株）・日鉄住金セメント（株）

20

五洋建設（株）

21

真空圧密ドレーン工法研究会

22

（株）ウエスコ

23

（株）不動テトラ

24, 25

土留部材引抜同時充填工法研究会

鹿島建設（株）
・ケミカルグラウト（株）

26

基礎地盤コンサルタンツ（株）

27

三信建設工業（株）

28

（株）大林組

29

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング

30

（株）マルイ

31

（株）カナン・ジオリサーチ
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ブース

出展団体

番号
32

四国電力（株）
・四電ビジネス（株）

33

（株）四国総合研究所

34

四電エンジニアリング（株）・
（株）四電技術コンサルタント

35

WILL 工法協会

36, 37

SUPERJET 研究会・クロスジェット協会

38

（株）アサヒテクノ

39

前田工繊（株）

40

KTB 協会・PC フレーム協会

41

TRD 工法協会

42

名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科

43

（株）建設技術研究所

44

日本基礎技術（株）

45

（株）エイト日本技術開発

46

静的圧入締固め工法（CPG 工法）研究会

47

液状化ポテンシャルサウンディング

48

日特建設（株）

49

KG-NET・関西圏地盤情報ネットワーク

50

VSL 協会，ブイ・エス・エル・ジャパン（株）

51

一般社団法人セメント協会

52

JIP テクノサイエンス（株）

53

（株）ライブラリー

54

ジェコス（株）

55

（株）アーク情報システム

56

（株）マイダスアイティジャパン

大阪本社

PDC コンソーシアム
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【会場配置図】
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※下図の数字はブース番号
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No.４６

静的圧入締固め工法（ＣＰＧ工法）研究会

NETIS: KTK-140005-A

No.４７

http://www.cpg-kouhou.jp

液状化ポテンシャルサウンディング ＰＤＣコンソーシアム

PDC は、原位置の調査だけでリアルタイムに地盤の液状化強度を評価する新しい調査技術です。
従来のボーリングと土質試験による液状化調査と比べ、コンパクト（作業面積 6 ㎡以下、仮設撤
去も楽々）
、詳細（数 cm 間隔でデータ取得）
、迅速（従来法の 1/5）、低コストを実現しまし
た。液状化調査の他にも地盤改良の効果判定など、すでに多くのご利用をいただいております。

NETIS 登録 No.TH-100032-VR

ＰＤＣコンソーシアム

http://www.pdc-cons.jp/
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