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●平成10年、沖縄県の厳しい環境条件下で、NTT通信設備の延命化、及び保全費

のLCC(ライフサイクルコスト)を低減するため、当時のNTT-DO沖縄が開発・

採用したのがシリコーン樹脂100%塗料(旧GP塗料)である。

通信鉄塔・RT-BOX等沖縄の施設に数多く採用

※平成17年沖縄 多野無中鉄塔塗装工事

１.GPコーティング材（GP塗料）とは？

●平成18年、NTTGPエコ㈱西日本支店が旧GP塗料の改良を行い、シリコーン樹
脂100%無機系弾性塗膜コーティング材(GP塗料)としてリニューアル。
西日本のNTT設備及び官公庁、民間施設等で幅広く利用される。

※GP塗料は塗料の主成分である樹脂成分に耐候性に優れてている
シリコンーン樹脂を100％(樹脂成分)使用しています。

※平成21年6月NTTGPエコ㈱西日本支店閉店にともない㈱エムテック社へ引継ぎ



２.GP塗料と従来塗装との比較その１



３.GP塗料と従来塗装との比較その２

●材料費は従来塗料の2～3倍と高くなるが、耐候性が高く約2倍の耐久性が
ある。その結果、補修サイクルを延長することでライフサイクルコストが
が削減できる。
※通常材料費は鉄塔塗装工事全体費用の10～20%程度である。

●GP塗料は弾性塗膜で、構造物の動きに追従する。また紫外線劣化による塗
膜の飛散が極めて発生しにくい。よって周囲の環境を汚染しない。

●低VOCで環境に優しい。
●一般塗料に比べ汚れが出やすい。
●小規模工事場合、材料費の割合が高くなる。

新設から10年で 1
回目の補修



４.NTT東日本技術協力センター試験結果



５.NTT環境技術エネルギー研究所 試験結果



●沖縄地区でNTTが管理する通信鉄塔１３基でGP塗料(旧GP塗料を含む)が使

用されている。※平成28年現在

６.沖縄地区における鉄塔塗装導入実績！

市郡名 鉄塔ビル名 旧GP塗料 施工年月 GP塗料 施工年月 施工間隔

石垣市 石垣無中 平成20年01月 ― ―

石垣市 八重山無中 平成17年03月 ― ―

名護市 多野無中 平成17年03月 平成26年03月 約9年

国頭郡 国頭無中 平成20年01月 ― ―

島尻郡 久米島無中 平成17年03月 平成24年10月 約7年

島尻郡 粟国無中 平成17年03月 平成24年12月 約7年

島尻郡 南大東大池無中 平成19年01月 平成25年01月 約6年

島尻郡 北大東無中 平成18年03月 ― ―

宮古島市 伊良部無中 平成16年03月 ― ―

宮古郡 多良間無中 平成15年03月 ― ―

八重山郡 波照間無中 平成17年03月 ― ―

八重山郡 西表無中 平成16年10月 ― ―

八重山郡 与那国無中 平成15年02月 平成23年3月 約8年

●沖縄県の環境は非常に厳しく、強塩害・高紫外線の影響により一般塗装仕様

では3～5年で塗替えを行っていた。



鉄塔改修工事（施工例）
鉄塔名：多野鉄塔
場 所：沖縄県名護市
完成年：平成26年3月
塗装仕様：下塗 GP-US100Ⅱ

中塗 GP-US100Ⅱ(N7)
上塗 GP-TS100(N6)

塗装面積：6,800㎡
形式構造：ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ H=40m

平成27年6月現在
※塗装後1年経過 状態は良好です。



７.RT‐BOX改修工事について！

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

■ メリット
・イニシャルコストはアップしますが、高耐候性、遮熱・保温効果による節電効果CO2の削減長寿命化

による補修ｻｲｸﾙの延長によるライフサイクルコストの低減ができます。
※西日本で約200基以上のRT-BOXの施工実績があり、現地調査から補修方法の御提案定期点検まで
トータルサポート。





８.橋梁添架配管改修工事について！
■ メリット

・塩ビ管、鋼管どちらにも対応。また、ｼﾘｺｰﾝ樹脂100%無機系弾性塗膜ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材は構造物の動きに
追従する弾性塗膜で塗膜はく離による周辺環境の汚染が少ない。
※河川への劣化塗膜の飛散が少なく自然環境を保護します。

コーティング仕様【ｼﾘｺｰﾝ樹脂100%無機系弾性塗膜コーティング材】
・素地調整・下塗り ＧＰ-ＵＳ１００ 1回・上塗り ＧＰ-ＴＳ１００ １回・端部シーリング

兵庫県 大川橋 愛媛県 西条市 愛媛県 西条市



9.陸屋根設置太陽光発電システム基礎接着工法！

■ 工法説明！
・ｼﾘｺｰﾝ樹脂100％ｼｰﾘﾝｸﾞ材を接着剤として活用した工法です。
ｼﾘｺｰﾝ樹脂接着剤は高い接着性能を有しており、長期にわたり安定し
た接着力を維持します。また、接着工法のためｺﾝｸﾘｰﾄ基礎などの重
量物を設置する必要がない軽量、ｺﾝﾊﾟｸﾄな工法です。

■ メリット

・様々な下地に対応・・下地の材質に関係なく、強固な接着基礎が可能。
①コンクリート下地 ②折板 ③ALC ④スレート ⑤木質

・軽量コンパクト・・□150mm、□250mmの鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ基礎(約0.5kg)を下地に接着する工法で大きな
コンクリート基礎などを使わない。

・建物に優しい・・シリコーン樹脂接着材で基礎ﾌﾟﾚｰﾄを固定するため、大きなコンクリート基礎や躯体の
穴をあけるｱﾝｶｰを使わない。

・強力な接着力・・ □１０㎝の基礎プレートで約0.7tonの荷重に対応□２０㎝の場合約１.７tonでコンク
リート破壊。※破壊荷重 720㎏～1,430㎏（□150㎜接着基礎換算）
風による繰り返し荷重を考慮した疲労耐久性試験。※25年の安全性確認

基礎接着ﾌﾟﾚｰﾄ□150mm 接着力試験 疲労耐久性試験(東京都立産業技術研究センター)



ソーラーシステム基礎接着工法 作業手順

陸屋根コンクリートスラブ スレート屋根

折板屋根 ALC屋根

ソーラーシステム基礎接着工法 施工例



10.ＧＰ塗料施工実績

期間 数
2006年11月～ 241基
2006年02月～ 21基
2008年01月～ ３橋
2011年03月～ 21件
2008年02月～ ７件

鉄塔 全面補修・部分補修 塗膜剥落防止・防錆

施工内容 施工区分 目的
RT-BOX 新規全面・全面補修・部分補修 遮熱・防錆・補強

コンクリート系 新規前面・全面補修・部分補修 遮熱・防水・防食・防藻・塗膜剥落防止

橋梁添架 新規全面・全面補修 紫外線防護・防錆
その他鋼構造物 新規全面・全面補修 防錆・美観

●ＧＰ更生工法施工実績一覧（平成30年3月現在）

詳細は、参考資料に掲載●ＧＰ更生工法施工実績一覧（OEM製品）（平成30年3月現在）

施工年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

件　数
9件

66件

18件
31件
44件
50件

136件

多種多様な用途で使われています。

運動公園スライダー全面塗装 JR鉄道ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 床版防水 JA汚水処理施設防食・防水処理 国土交通省 流木止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
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		期間 キカン		施工内容 セコウナイヨウ				施工区分 セコウクブン						数 カズ		目的 モクテキ

		2006年11月～ ネンガツ		RT-BOX				新規全面・全面補修・部分補修						241基 キ		遮熱・防錆・補強

		2006年02月～ ネンガツ		鉄塔 テットウ				全面補修・部分補修 ブブンホシュウ						21基 キ		塗膜剥落防止・防錆

		2008年01月～ ネンガツ		橋梁添架 キョウリョウソウカ				新規全面・全面補修						３橋 キョウ		紫外線防護・防錆

		2011年03月～ ネンガツ		その他鋼構造物 タコウコウゾウブツ				新規全面・全面補修 シンキゼンメンゼンメンホシュウ						21件 ケン		防錆・美観 ボウセイビカン

		2008年02月～ ネンガツ		コンクリート系 ケイ				新規前面・全面補修・部分補修 ゼンメンゼンメンホシュウブブンホシュウ						７件 ケン		遮熱・防水・防食・防藻・塗膜剥落防止 シャネツボウスイボウショクボウモトマクハクラクボウシ






Sheet1

		施工年度 セコウネンド		件　数 ケンカズ

		平成23年度 ヘイセイネンド		9件 ケン

		平成24年度 ヘイセイネンド		136件 ケン

		平成25年度 ヘイセイネンド		66件 ケン

		平成26年度 ヘイセイネンド		50件 ケン

		平成27年度 ヘイセイネンド		44件 ケン

		平成28年度 ヘイセイネンド		31件 ケン

		平成29年度 ヘイセイネンド		18件 ケン







11.遮熱･保温効果による電気使用量削減ﾃﾞｰﾀ



電気使用量とCO2の削減量（年間）

■電気使用量

従来型塗装(改修前) 51,815KWH 削減量 ２３，３９２KWH 削減率 ４５．１％

無機系弾性塗膜(改修後) 28,423KWH ※(23,392KWH/51,815KWH=45.1%)

■CO2削減量

0.555ｋｇ-CO2/KWH ０．５５５ｋｇ × ２３，３９２KWH ＝ １２，９８２．５６ｋｇ

※CO2排出量は、0.555kg-CO2/kWhとしています。(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条に基づい
た値です。)

12.遮熱・保温効果による電気使用量(ＣＯ２)削減率



13.ＧＰ塗料施工実績表

1 ㈱NTT西日本-兵庫 NTTGPエコ㈱西日本支店 3 兵庫県 2006年11月

2 ㈱NTT西日本-金沢支店 NTTGPエコ㈱西日本支店 2 石川県 2007年11月

3 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 1 熊本県 2007年11月

4 ㈱NTT西日本-金沢支店 NTTGPエコ㈱西日本支店 3 福井県 2007年12月

5 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 12 熊本県 2008年3月

6 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 3 大分県 2008年3月

7 ㈱NTT西日本-みやこ NTTGPエコ㈱西日本支店 3 京都府 2008年3月

8 ㈱NTT西日本-兵庫 ㈱北村製作所 2 兵庫県 2008年10月

9 ㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 NTTGPエコ㈱西日本支店 5 岐阜県 2008年11月

10 ㈱NTT西日本-金沢支店 NTTGPエコ㈱西日本支店 2 福井県 2008年12月

11 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 1 大分県 2009年2月

12 ㈱NTT西日本-中国　山口事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 1 山口県 2009年3月

13 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 2 大分県 2009年3月

14 ㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 NTTGPエコ㈱西日本支店 1 岐阜県 2009年3月

15 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 NTTGPエコ㈱西日本支店 1 熊本県 2009年3月

16 ㈱NTT西日本-みやこ　滋賀事業部 NTTGPエコ㈱西日本支店 4 滋賀県 2009年3月

17 ㈱NTTファシリティーズ東海　三重支店 日本メックス㈱ 14 三重県 2009年3月

18 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 6 大分県 2009年6月

19 ㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 ㈱エムテック 2 岐阜県 2009年7月

20 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 1 京都府 2009年9月

21 ㈱NTT西日本-兵庫　 ㈱東電通 1 兵庫県 2009年9月

22 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 2 京都府 2009年11月

23 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 ㈱エムテック 2 熊本県 2010年2月

24 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 2 大分県 2010年3月

25 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 2 京都府 2010年3月

26 ㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 ㈱エムテック 2 岐阜県 2010年5月

27 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 4 大分県 2010年7月

28 ㈱NTT西日本-九州 沖縄支店 ㈱エムテック 2 沖縄県 2010年9月

29 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 2 奈良県 2011年1月

30 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 5 大分県 2011年2月

GP更生工法施工実績（RT－BOX：通信設備収容かん）1/3

№ 発注者 施工者 箇所数 エリア 施工年月日


Sheet1

		GP更生工法施工実績（RT－BOX：通信設備収容かん）1/3 コウセイコウホウセコウジッセキツウシンセツビシュウヨウ

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工者 セコウシャ		箇所数 カショスウ		エリア		施工年月日 セコウネンガッピ

		1		㈱NTT西日本-兵庫 ニシニホンヒョウゴ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		3		兵庫県 ヒョウゴケン		39,022

		2		㈱NTT西日本-金沢支店 ニシニホンカナザワシテン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		2		石川県 イシカワケン		39,387

		3		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		1		熊本県 クマモトケン		39,387

		4		㈱NTT西日本-金沢支店 ニシニホンカナザワシテン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		3		福井県 フクイケン		39,417

		5		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		12		熊本県 クマモトケン		39,508

		6		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		3		大分県 オオイタケン		39,508

		7		㈱NTT西日本-みやこ ニシニホン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		3		京都府 キョウトフ		39,508

		8		㈱NTT西日本-兵庫 ニシニホンヒョウゴ		㈱北村製作所 キタムラセイサクショ		2		兵庫県 ヒョウゴケン		39,722

		9		㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 トウカイギフシテン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		5		岐阜県 ギフケン		39,753

		10		㈱NTT西日本-金沢支店 ニシニホンカナザワシテン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		2		福井県 フクイケン		39,783

		11		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		1		大分県 オオイタケン		39,845

		12		㈱NTT西日本-中国　山口事業所 ニシニホンチュウゴクヤマグチジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		1		山口県 ヤマグチケン		39,873

		13		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		2		大分県 オオイタケン		39,873

		14		㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 トウカイギフシテン		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		1		岐阜県 ギフケン		39,873

		15		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		1		熊本県 クマモトケン		39,873

		16		㈱NTT西日本-みやこ　滋賀事業部 ニシニホンシガジギョウブ		NTTGPエコ㈱西日本支店 ニシニホンシテン		4		滋賀県 シガケン		39,873

		17		㈱NTTファシリティーズ東海　三重支店 トウカイミエシテン		日本メックス㈱ ニホン		14		三重県 ミエケン		39,903

		18		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		6		大分県 オオイタケン		39,965

		19		㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店 トウカイギフシテン		㈱エムテック		2		岐阜県 ギフケン		39,995

		20		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		1		京都府 キョウトフ		40,057

		21		㈱NTT西日本-兵庫　 ニシニホンヒョウゴ		㈱東電通 トウデンツウ		1		兵庫県 ヒョウゴケン		40,057

		22		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		2		京都府 キョウトフ		40,118

		23		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		㈱エムテック		2		熊本県 クマモトケン		40,210

		24		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		2		大分県 オオイタケン		40,238

		25		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		2		京都府 キョウトフ		40,238

		26		㈱NTTファシリティーズ東海　岐阜支店		㈱エムテック		2		岐阜県		40,299

		27		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		4		大分県 オオイタケン		40,360

		28		㈱NTT西日本-九州 沖縄支店 ニシニホンキュウシュウオキナワシテン		㈱エムテック		2		沖縄県 オキナワケン		40,422

		29		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		2		奈良県 ナラケン		40,544

		30		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		5		大分県 オオイタケン		40,575







31 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 4 広島県 2011年2月

32 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 3 京都府 2011年2月

33 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 5 大分県 2011年5月

34 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 ㈱エムテック 1 熊本県 2011年6月

35 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 3 岡山県 2011年9月

36 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 1 広島県 2011年9月

37 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 ㈱エムテック 2 熊本県 2011年10月

38 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 5 京都府 2011年11月

39 ㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 沖縄建装株式会社 1 沖縄県 2011年12月

40 ㈱NTT西日本-九州　宮崎事業部　 テルウェル西日本㈱ 1 宮崎県 2011年12月

41 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 1 広島県 2012年1月

42 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 2 京都府 2012年3月

43 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 1 大分県 2012年3月

44 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 ㈱エムテック 4 熊本県 2012年7月

45 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 ㈱エムテック 3 大分県 2012年7月

46 ㈱NTT西日本-中国 蔵本塗装工業㈱ 2 島根県 2012年8月

47 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 2 広島県 2012年8月

48 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 2 鳥取県 2012年8月

49 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 2 岡山県 2012年8月

50 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 ㈱エムテック 1 福岡県 2012年10月

51 ㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 沖縄建装株式会社 4 沖縄県 2012年10月

52 ㈱NTT西日本-みやこ　 ㈱エムテック 1 京都府 2013年3月

53 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 ㈱エムテック 1 福岡県 2013年9月

54 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 5 広島県 2013年9月

55 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 4 岡山県 2013年9月

56 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 1 島根県 2013年9月

57 ㈱NTT西日本-中国 ㈱西工務店 1 鳥取県 2013年9月

58 ㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 ㈱大協通信 2 沖縄県 2013年9月

59 ㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 ㈱エムテック 3 福岡県 2014年3月

60 ㈱NTTフィールドテクノ中国支店 蔵本塗装工業㈱ 2 島根県 2014年9月
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		31		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		4		広島県 ヒロシマケン		40,575

		32		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		3		京都府 キョウトフ		40,575

		33		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		5		大分県 オオイタケン		40,664

		34		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		㈱エムテック		1		熊本県 クマモトケン		40,695

		35		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		3		岡山県 オカヤマケン		40,787

		36		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		広島県 ヒロシマケン		40,787

		37		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		㈱エムテック		2		熊本県 クマモトケン		40,817

		38		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		5		京都府 キョウトフ		40,848

		39		㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 ニシニホンキュウシュウオキナワシシャ		沖縄建装株式会社		1		沖縄県 オキナワケン		40,878

		40		㈱NTT西日本-九州　宮崎事業部　 ニシニホンキュウシュウミヤザキジギョウブ		テルウェル西日本㈱ ニシニホン		1		宮崎県 ミヤザキケン		40,878

		41		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		広島県 ヒロシマケン		40,909

		42		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		2		京都府 キョウトフ		40,969

		43		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		1		大分県 オオイタケン		40,969

		44		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　熊本事業所 キュウシュウシテンクマモトジギョウショ		㈱エムテック		4		熊本県 クマモトケン		41,091

		45		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　大分事業所 キュウシュウシテンオオイタジギョウショ		㈱エムテック		3		大分県 オオイタケン		41,091

		46		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		蔵本塗装工業㈱ ゾウホントソウコウギョウ		2		島根県 シマネケン		41,122

		47		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		2		広島県 ヒロシマケン		41,122

		48		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		2		鳥取県 トットリケン		41,122

		49		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		2		岡山県 オカヤマケン		41,122

		50		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 キュウシュウシテンキタキュウシュウジギョウショ		㈱エムテック		1		福岡県 フクオカケン		41,183

		51		㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 ニシニホンキュウシュウオキナワシシャ		沖縄建装株式会社		4		沖縄県 オキナワケン		41,183

		52		㈱NTT西日本-みやこ　 ニシニホン		㈱エムテック		1		京都府 キョウトフ		41,334

		53		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 キュウシュウシテンキタキュウシュウジギョウショ		㈱エムテック		1		福岡県 フクオカケン		41,518

		54		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		5		広島県 ヒロシマケン		41,518

		55		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		4		岡山県 オカヤマケン		41,518

		56		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		島根県 シマネケン		41,518

		57		㈱NTT西日本-中国 ニシニホンチュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		鳥取県 トットリケン		41,518

		58		㈱NTT西日本-九州　沖縄支社 ニシニホンキュウシュウオキナワシシャ		㈱大協通信 タイキョウツウシン		2		沖縄県 オキナワケン		41,518

		59		㈱NTTﾈｵﾒｲﾄ九州支店　北九州事業所 キュウシュウシテンキタキュウシュウジギョウショ		㈱エムテック		3		福岡県 フクオカケン		41,699

		60		㈱NTTフィールドテクノ中国支店 チュウゴクシテン		蔵本塗装工業㈱ ゾウホントソウコウギョウカブ		2		島根県 シマネケン		41,883







61 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 6 広島県 2014年9月

62 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 3 岡山県 2014年9月

63 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 1 山口県 2014年9月

64 ㈱ＮＴＴ西日本九州事業本部沖縄支店 ㈱大協通信 1 沖縄県 2015年8月

65 ㈱ＮＴＴファシリティーズ ㈱山崎塗装店 1 石川県 2016年3月

66 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 3 広島県 2016年3月

67 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 5 岡山県 2016年3月

68 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 6 山口県 2016年3月

69 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 1 鳥取県 2016年3月

70 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 1 島根県 2016年3月

71 日本電通㈱ ㈱エムテック 1 京都府 2016年11月

72 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 1 広島県 2017年3月

73 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 4 岡山県 2017年3月

74 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 8 山口県 2017年3月

75 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 3 鳥取県 2017年3月

76 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 5 島根県 2017年3月

77 ㈱ＮＴＴファシリティーズ九州　沖縄支店 ㈱エムテック 2 沖縄県 2017年3月

78 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 5 広島県 2018年3月

79 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 5 岡山県 2018年3月

80 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 8 山口県 2018年3月

81 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 4 鳥取県 2018年3月

82 ㈱NTTフィールドテクノ中国 ㈱西工務店 4 島根県 2018年3月

合　　計 241 基
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		61		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		6		広島県 ヒロシマケン		41,883

		62		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		3		岡山県 オカヤマケン		41,883

		63		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		山口県 ヤマグチケン		41,883

		64		㈱ＮＴＴ西日本九州事業本部沖縄支店 ニシニホンキュウシュウジギョウホンブオキナワシテン		㈱大協通信 ダイキョウツウシン		1		沖縄県 オキナワケン		42,217

		65		㈱ＮＴＴファシリティーズ		㈱山崎塗装店 ヤマサキトソウテン		1		石川県 イシカワケン		42,430

		66		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		3		広島県 ヒロシマケン		42,430

		67		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		5		岡山県 オカヤマケン		42,430

		68		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		6		山口県 ヤマグチケン		42,430

		69		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		鳥取県 トットリケン		42,430

		70		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		島根県 シマネケン		42,430

		71		日本電通㈱ ニホンデンツウ		㈱エムテック		1		京都府 キョウトフ		42,675

		72		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		1		広島県 ヒロシマケン		42,795

		73		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		4		岡山県 オカヤマケン		42,795

		74		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		8		山口県 ヤマグチケン		42,795

		75		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		3		鳥取県 トットリケン		42,795

		76		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		5		島根県 シマネケン		42,795

		77		㈱ＮＴＴファシリティーズ九州　沖縄支店 キュウシュウオキナワシテン		㈱エムテック		2		沖縄県 オキナワケン		42,795

		78		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		5		広島県 ヒロシマケン		43,160

		79		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		5		岡山県 オカヤマケン		43,160

		80		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		8		山口県 ヤマグチケン		43,160

		81		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		4		鳥取県 トットリケン		43,160

		82		㈱NTTフィールドテクノ中国 チュウゴク		㈱西工務店 ニシコウムテン		4		島根県 シマネケン		43,160

						合　　計 ゴウケイ		241		基 キ







1 ㈱NTT西日本-九州 NTT西日本　NTT　DO設備営業 沖縄 鉄塔　　１基 1500㎡ 2006年2月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

2 ㈱NTT東日本-青森 ㈱協和エクシオ 青森 鉄塔　　１基 7200㎡ 2007年12月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

3 ㈱NTT西日本-兵庫 日本コムシス㈱ 兵庫 鉄塔　　１基 4200㎡ 2007年12月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

4 ㈱NTT西日本-九州 ㈱NTT西日本-九州　鹿児島事業部 鹿児島 鉄塔　　１基 4200㎡ 2007年12月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

5 国土交通省松山河川国道事務所 渡邊建設㈱ 愛媛 鉄塔　　3基 270㎡ 2009年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

6 独立行政法人環境研究所 電気興業㈱　 沖縄 鉄塔　　1基 90㎡ 2010年9月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

7 ㈱NTT西日本-九州 ㈱NTT西日本-九州 沖縄支社 沖縄 鉄塔　　1基 4000㎡ 2011年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

8 独立行政法人環境研究所 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 90㎡ 2011年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

9 ㈱NTT西日本-九州 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 3226㎡ 2012年10月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

10 ㈱NTT西日本-九州 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 2238㎡ 2012年12月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

11 ㈱NTT西日本-九州 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 1046㎡ 2013年1月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

12 ㈱NTT西日本-九州 ㈱協和エクシオ 沖縄 鉄塔　　1基 6800㎡ 2014年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

13 ㈱NTT西日本-九州 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 － 2014年12月 部分補修 防錆・塗膜剥落防止

14 ㈱NTT西日本-九州 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 － 2015年1月 部分補修 防錆・塗膜剥落防止

15 ㈱NTT西日本九州事業本部 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 － 2016年3月 部分補修 防錆・塗膜剥落防止

16 ㈱NTT西日本九州事業本部 電気興業㈱ 沖縄 鉄塔　　1基 － 2016年3月 部分補修 防錆・塗膜剥落防止

17 ㈱NTT西日中国事業本部 ㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 山口 鉄塔　　1基 1320㎡ 2016年9月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

18 ㈱NTT西日中国事業本部 ㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 山口 鉄塔　　1基 1985㎡ 2017年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

19 ㈱西日本電信電話㈱沖縄支店 ㈱エムテック 沖縄 鉄塔　　1基 － 2018年1月 部分補修 防錆・塗膜剥落防止

20 ㈱NTT西日中国事業本部 ㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 山口 鉄塔　　1基 4107㎡ 2018年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

21 ㈱NTT西日中国事業本部 ㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 山口 鉄塔　　1基 1530㎡ 2018年3月 全面改修 防錆・塗膜剥落防止

1 ㈱NTT西日本-兵庫 ㈱ｻﾝﾈｯﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 兵庫 橋梁添架立上げBOX 100㎡ 2008年1月 全面改修 防錆

2 ＮＴＴインフラネット㈱愛媛支店 ㈱東電通 愛媛 橋梁側添加 65㎡ 2008年12月 全面改修 防錆

3 ㈱NTT西日本-兵庫 ㈱東電通 兵庫 橋梁側添加 45㎡ 2009年5月 新設塗布 防食

GP更生工法施工実績（橋梁添加）

№ 発注者 施工者 エリア 施工内容 施工面積 施工年月 施工区分 目 的

GP更生工法施工実績（鉄塔）

№ 発注者 施工者 エリア 施工内容 施工面積 施工年月 施工区分 目 的


Sheet1

		GP更生工法施工実績（鉄塔） コウセイコウホウセコウジッセキテットウ

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工者 セコウシャ		エリア		施工内容 セコウナイヨウ		施工面積 セコウメンセキ		施工年月 セコウネンツキ		施工区分 セコウクブン		目 的 メマト

		1		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		NTT西日本　NTT　DO設備営業		沖縄 オキナワ		鉄塔　　１基 キ		1500㎡		38,749		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		2		㈱NTT東日本-青森 ヒガシニホンアオモリ		㈱協和エクシオ キョウワ		青森 アオモリ		鉄塔　　１基 キ		7200㎡		39,417		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		3		㈱NTT西日本-兵庫 ニシニホンヒョウゴ		日本コムシス㈱ ニホン		兵庫 ヒョウゴ		鉄塔　　１基 キ		4200㎡		39,417		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		4		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		㈱NTT西日本-九州　鹿児島事業部 ニシニホンキュウシュウカゴシマジギョウブ		鹿児島 カゴシマ		鉄塔　　１基 キ		4200㎡		39,417		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		5		国土交通省松山河川国道事務所 コクドコウツウショウマツヤマカセンコクドウジムショ		渡邊建設㈱ ワタナベケンセツ		愛媛 エヒメ		鉄塔　　3基 キ		270㎡		39,873		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		6		独立行政法人環境研究所 ドクリツギョウセイホウジンカンキョウケンキュウショ		電気興業㈱　		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		90㎡		40,422		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		7		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		㈱NTT西日本-九州 沖縄支社 ニシニホンキュウシュウオキナワシシャ		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		4000㎡		40,603		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		8		独立行政法人環境研究所 ドクリツギョウセイホウジンカンキョウケンキュウショ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		90㎡		40,603		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		9		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		3226㎡		41,183		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		10		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		2238㎡		41,244		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		11		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		1046㎡		41,275		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		12		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		㈱協和エクシオ キョウワ		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		6800㎡		41,699		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		13		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		－		41,974		部分補修 ブブンホシュウ		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		14		㈱NTT西日本-九州 ニシニホンキュウシュウ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		－		42,005		部分補修 ブブンホシュウ		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		15		㈱NTT西日本九州事業本部 ニシニホンキュウシュウジギョウホンブ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		－		42,430		部分補修 ブブンホシュウ		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		16		㈱NTT西日本九州事業本部 ニシニホンキュウシュウジギョウホンブ		電気興業㈱		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		－		42,430		部分補修 ブブンホシュウ		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		17		㈱NTT西日中国事業本部 ニシニッチュウコクジギョウホンブ		㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 チュウゴクシテン		山口 ヤマグチ		鉄塔　　1基 キ		1320㎡		42,614		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		18		㈱NTT西日中国事業本部 ニシニッチュウコクジギョウホンブ		㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 チュウゴクシテン		山口 ヤマグチ		鉄塔　　1基 キ		1985㎡		42,795		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		19		㈱西日本電信電話㈱沖縄支店 ニシニホンデンシンデンワオキナワシテン		㈱エムテック		沖縄 オキナワ		鉄塔　　1基 キ		－		43,101		部分補修 ブブンホシュウ		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		20		㈱NTT西日中国事業本部 ニシニッチュウコクジギョウホンブ		㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 チュウゴクシテン		山口 ヤマグチ		鉄塔　　1基 キ		4107㎡		43,160		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		21		㈱NTT西日中国事業本部 ニシニッチュウコクジギョウホンブ		㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店 チュウゴクシテン		山口 ヤマグチ		鉄塔　　1基 キ		1530㎡		43,160		全面改修		防錆・塗膜剥落防止 トマクハクラクボウシ

		GP更生工法施工実績（橋梁添加）

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工者 セコウシャ		エリア		施工内容 セコウナイヨウ		施工面積 セコウメンセキ		施工年月 セコウネンツキ		施工区分 セコウクブン		目 的 メマト

		1		㈱NTT西日本-兵庫 ニシニホンヒョウゴ		㈱ｻﾝﾈｯﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		兵庫 ヒョウゴ		橋梁添架立上げBOX キョウリョウソウカタチア		100㎡		39,448		全面改修		防錆

		2		ＮＴＴインフラネット㈱愛媛支店 エヒメシテン		㈱東電通 トウデンツウ		愛媛 エヒメ		橋梁側添加 キョウリョウソクテンカ		65㎡		39,783		全面改修		防錆

		3		㈱NTT西日本-兵庫 ニシニホンヒョウゴ		㈱東電通 トウデンツウ		兵庫 ヒョウゴ		橋梁側添加 キョウリョウソクテンカ		45㎡		39,934		新設塗布 シンセツトフ		防食 ボウショク







7 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
№1、№3、№4ﾊﾞｯﾃﾘｰBOX屋根部

分補修工事
26㎡ 2015年1月 部分改修 防錆・遮熱

8 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
NTT西日本 伊原間電池BOX補修工

事
28㎡ 2015年3月 部分改修 防錆・遮熱

9 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄 NTT西日本 上原電池BOX補修工事 28㎡ 2015年3月 部分改修 防錆・遮熱

10 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
NTT西日本 豊見城局屋外ﾗｼﾞｴﾀｰ補

修工事
14.4㎡ 2015年6月 部分改修 防錆・遮熱

11 NTTファシリティーズ九州 琉球通信工事㈱ 沖縄
NTT西日本 北谷電池BOX取替・補

修工事
－ 2015年12月 部分改修 防錆・遮熱

12 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄 移動電源車重防食補修作業 1台 2015年12月 全面補修 防錆

13 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
NTT西日本 大宜味電池BOX補修作

業
52㎡ 2016年3月 部分改修 防錆

14 ㈱ドコモＣＳ九州 ㈱協和エクシオ 沖縄
NTTドコモ新胡屋ﾘﾓｰﾄﾗｼﾞｴﾀｰ補修

作業
－ 2016年3月 全面改修 防錆

15 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
NTT西日本北大東交換所屋根・部分

補修
－ 2016年8月 部分改修 防錆

16 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄 仲里BB-BOX他ノードBOX補修工事 － 2016年9月 部分改修 防錆

17 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
NTT南大東交換所ﾘﾓｰﾄﾗｼﾞｴﾀｰ補修

作業
－ 2017年3月 部分改修 防錆

18 西日本電信電話㈱沖縄支店 ㈱エムテック 沖縄 平成29年度先島ｴﾘｱBOX補修工事 － 2017年11月 部分改修 防錆

19 西日本電信電話㈱沖縄支店 ㈱エムテック 沖縄
平成29年度西表島上原伝送BOX補

修工事
－ 2018年1月 部分改修 防錆

20 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
西表島上原電話交換所電池BOX補修

作業
－ 2018年1月 部分改修 防錆

21 NTTファシリティーズ九州 ㈱エムテック 沖縄
高圧受電BOX補修作業(特別養護老人

ホーム)
－ 2018年3月 全面改修 防錆

GP更生工法施工実績（その他鋼構造物）

№ 発注者 施工者 エリア 工事名 施工面積 施工年月 施工区分 目 的

1
八幡浜・大洲地区運動公園広域

市町村圏組合
谷本建設工業㈱ 愛媛

八幡浜・大洲地区運動公園ウォー

タースライダー耐震補強工事
3360㎡ 2011年3月 全面改修 防錆・美観

2
国土交通省 四国山地砂防事務所

祖谷監督官詰所
㈱姫野組 徳島 平成21-22年度 熊谷第3堰堤工事 130㎡ 2011年3月 新設塗布 美観

3
国土交通省 四国山地砂防事務所

大豊監督官詰所
丸浦工業㈱ 徳島 平成22-23年度 川崎床固工工事 44㎡ 2012年2月 新設塗布 美観

4
西日本高速道路

総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄

（有）沖縄建装

工業
沖縄 北中城料金所屋根防水補修工事 130㎡ 2011年8月 部分改修 遮熱・防水

5
西日本高速道路

総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄

（有）沖縄建装

工業
沖縄 金武料金所改修工事 656㎡ 2012年3月 全面改修 遮熱・防水

6
西日本高速道路

総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄

（有）沖縄建装

工業
沖縄 遮熱・防水北中城料金所改修工事 150㎡ 2013年3月 全面改修


Sheet1

		GP更生工法施工実績（その他鋼構造物）

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工者 セコウシャ		エリア		工事名 コウジメイ		施工面積 セコウメンセキ		施工年月 セコウネンツキ		施工区分 セコウクブン		目 的 メマト

		1		八幡浜・大洲地区運動公園広域市町村圏組合		谷本建設工業㈱		愛媛		八幡浜・大洲地区運動公園ウォータースライダー耐震補強工事		3360㎡		40,603		全面改修		防錆・美観

		2		国土交通省 四国山地砂防事務所 祖谷監督官詰所		㈱姫野組		徳島		平成21-22年度 熊谷第3堰堤工事		130㎡		40,603		新設塗布		美観

		3		国土交通省 四国山地砂防事務所 大豊監督官詰所		丸浦工業㈱		徳島		平成22-23年度 川崎床固工工事		44㎡		40,940		新設塗布		美観

		4		西日本高速道路　　　　　　　　　　 総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄		（有）沖縄建装工業		沖縄		北中城料金所屋根防水補修工事		130㎡		40,756		部分改修		遮熱・防水

		5		西日本高速道路　　　　　　　　　　 総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄		（有）沖縄建装工業		沖縄		金武料金所改修工事		656㎡		40,969		全面改修		遮熱・防水

		6		西日本高速道路　　　　　　　　　　 総合ｻｰﾋﾞｽ沖縄		（有）沖縄建装工業		沖縄		北中城料金所改修工事		150㎡		41,334		全面改修		遮熱・防水

		7		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		№1、№3、№4ﾊﾞｯﾃﾘｰBOX屋根部分補修工事 ヤネブブンホシュウコウジ		26㎡		42,005		部分改修		防錆・遮熱 シャネツ

		8		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT西日本 伊原間電池BOX補修工事 ニシニホンイハラマデンチホシュウコウジ		28㎡		42,064		部分改修		防錆・遮熱 シャネツ

		9		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT西日本 上原電池BOX補修工事 ニシニホンカミハラデンチホシュウコウジ		28㎡		42,064		部分改修		防錆・遮熱 シャネツ

		10		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT西日本 豊見城局屋外ﾗｼﾞｴﾀｰ補修工事 ニシニホンユタミシロキョクオクガイホシュウコウジ		14.4㎡		42,156		部分改修		防錆・遮熱 シャネツ

		11		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		琉球通信工事㈱ リュウキュウツウシンコウジ		沖縄		NTT西日本 北谷電池BOX取替・補修工事 ニシニホンキタタニデンチトリカホシュウコウジ		－		42,339		部分改修		防錆・遮熱 シャネツ

		12		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		移動電源車重防食補修作業 イドウデンゲンシャジュウボウショクホシュウサギョウ		1台 ダイ		42,339		全面補修 ホシュウ		防錆 ボウセイ

		13		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT西日本 大宜味電池BOX補修作業 ニシニホンオオギミデンチホシュウサギョウ		52㎡		42,430		部分改修		防錆 ボウセイ

		14		㈱ドコモＣＳ九州 キュウシュウ		㈱協和エクシオ キョウワ		沖縄		NTTドコモ新胡屋ﾘﾓｰﾄﾗｼﾞｴﾀｰ補修作業 シンコヤホシュウサギョウ		－		42,430		全面改修 カイシュウ		防錆 ボウセイ

		15		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT西日本北大東交換所屋根・部分補修 ニシニホンキタダイトウコウカンショヤネブブンホシュウ		－		42,583		部分改修		防錆 ボウセイ

		16		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		仲里BB-BOX他ノードBOX補修工事 ナカザトホカホシュウコウジ		－		42,614		部分改修		防錆 ボウセイ

		17		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		NTT南大東交換所ﾘﾓｰﾄﾗｼﾞｴﾀｰ補修作業 ミナミダイトウコウカンショホシュウサギョウ		－		42,795		部分改修		防錆 ボウセイ

		18		西日本電信電話㈱沖縄支店 ニシニホンデンシンデンワオキナワシテン		㈱エムテック		沖縄		平成29年度先島ｴﾘｱBOX補修工事 ヘイセイネンドサキシマホシュウコウジ		－		43,040		部分改修		防錆 ボウセイ

		19		西日本電信電話㈱沖縄支店 ニシニホンデンシンデンワオキナワシテン		㈱エムテック		沖縄		平成29年度西表島上原伝送BOX補修工事 ヘイセイネンドイリオモテジマウエハラデンソウホシュウコウジ		－		43,101		部分改修		防錆 ボウセイ

		20		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		西表島上原電話交換所電池BOX補修作業 イリオモテジマウエハラデンワコウカンショデンチホシュウサギョウ		－		43,101		部分改修		防錆 ボウセイ

		21		NTTファシリティーズ九州 キュウシュウ		㈱エムテック		沖縄		高圧受電BOX補修作業(特別養護老人ホーム) コウアツジュデンホシュウサギョウトクベツヨウゴロウジン		－		43,160		全面改修 カイシュウ		防錆 ボウセイ







7 JR西日本 大鉄工業株 島根 防水

与那国無線中継所局舎　外壁塗装工

事
700㎡ 2010年12月 全面改修 防水・遮熱

直江出雲山廻Bv改築工事 42.9㎡ 2011年6月 新設塗布

6 NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ九州 日本メックス九州支店 沖縄

遮熱・防水・防

食・塗膜剥落防止
㈲北三本社ビル屋上外壁改修工事 658㎡ 2010年9月 全面改修5 (有)北三 ㈱エムテック 愛媛

防藻

4 四国通建㈱ ㈱エムテック 高知
四国通建㈱高知支店屋上防水改修工

事
450㎡ 2010年6月 全面改修 遮熱・防水

(仮称)大阪市市岡下水処理場試験施

工
18㎡ 2009年2月 部分改修3

タキロンエンジニアリング㈱・

大阪市都市環境局
タキロンエンジニアリング㈱ 大阪

防水

2 ＪＡえひめ ㈲大森開発 愛媛 JAえひめｱｲｽﾊﾟｯｸ㈱沈殿槽増設工事 260㎡ 2008年10月 新設塗布 防水防食

農土県単第206号玉川三反地水路改

良工事
123㎡ 2008年2月 部分改修1 今治市農林土木課 四国ロード㈱ 愛媛

GP更生工法施工実績（コンクリート系）

№ 発注者 施工者 エリア 工事名 施工面積 施工年月 施工区分 目 的


Sheet1

		GP更生工法施工実績（コンクリート系） コウセイコウホウセコウジッセキケイ

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工者 セコウシャ		エリア		工事名 コウジメイ		施工面積 セコウメンセキ		施工年月 セコウネンツキ		施工区分 セコウクブン		目 的 メマト

		1		今治市農林土木課 イマバリシノウリンドボクカ		四国ロード㈱ シコク		愛媛 エヒメ		農土県単第206号玉川三反地水路改良工事		123㎡		39,479		部分改修 ブブン		防水 スイ

		2		ＪＡえひめ		㈲大森開発 オオモリカイハツ		愛媛 エヒメ		JAえひめｱｲｽﾊﾟｯｸ㈱沈殿槽増設工事		260㎡		39,722		新設塗布 シンセツトフ		防水防食 ボウスイボウショク

		3		タキロンエンジニアリング㈱・大阪市都市環境局 オオサカシトシカンキョウキョク		タキロンエンジニアリング㈱		大阪 オオサカ		(仮称)大阪市市岡下水処理場試験施工		18㎡		39,845		部分改修 ブブン		防藻 ボウモ

		4		四国通建㈱ シコクツウケン		㈱エムテック		高知 コウチ		四国通建㈱高知支店屋上防水改修工事 シコクツウケンコウチシテンオクジョウボウスイカイシュウコウジ		450㎡		40,330		全面改修 ゼンメンカイシュウ		遮熱・防水 シャネツボウスイ

		5		(有)北三		㈱エムテック		愛媛 エヒメ		㈲北三本社ビル屋上外壁改修工事 キタサンホンシャオクジョウガイヘキカイシュウコウジ		658㎡		40,422		全面改修 ゼンメンカイシュウ		遮熱・防水・防食・塗膜剥落防止 シャネツボウスイボウショクトマクハクラクボウシ

		6		NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ九州 キュウシュウ		日本メックス九州支店		沖縄 オキナワ		与那国無線中継所局舎　外壁塗装工事 ヨナグニムセンチュウケイジョキョクシャガイヘキトソウコウジ		700㎡		40,513		全面改修 ゼンメンカイシュウ		防水・遮熱 ボウスイシャネツ

		7		JR西日本 ニシニホン		大鉄工業株 ダイテツコウギョウカブ		島根 シマネ		直江出雲山廻Bv改築工事 ナオエイズモヤママワカイチクコウジ		42.9㎡		40,695		新設塗布 シンセツトフ		防水 ボウスイ







14.ＧＰ塗料施工実績表(OEM商品)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

コーティング材(GP-US100-Ⅱ)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

ガラスシート(GP-GSS100)

シーリング材(GP-CS100)

コーティング材(GP-US100-Ⅱ)

ガラスシート(GP-GSS100)

施工年度 施工内容 使用材料 件数・数量

平成29年度

太陽光発電基礎設置工事 16件

福島原発汚染水処理対策工事 2件

平成28年度

太陽光発電基礎設置工事 29件

福島原発汚染水処理対策工事 2件

平成26年度

太陽光発電基礎設置工事 47件

福島原発汚染水処理対策工事 3件

134件

福島原発汚染水処理対策工事 貯水タンク40基平成24年度

シーリング材(GP-CS100) 1件

9件

平成25年度

太陽光発電基礎設置工事 63件

福島原発汚染水処理対策工事 3件

平成23年度 太陽光発電基礎設置工事

太陽光発電基礎設置工事

大阪府内防火水槽耐震化工事

平成27年度

太陽光発電基礎設置工事 43件

福島原発汚染処理対策工事 1件


Sheet1

		施工年度 セコウネンド		施工内容 セコウナイヨウ		使用材料 シヨウザイリョウ		件数・数量 ケンスウスウリョウ

		平成23年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		9件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

		平成24年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		134件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染水処理対策工事 フクシマゲンパツオセンスイショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		貯水タンク40基 チョスイキ

						ガラスシート(GP-GSS100)

				大阪府内防火水槽耐震化工事 オオサカフナイボウカスイソウタイシンカコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		1件 ケン

		平成25年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		63件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染水処理対策工事 フクシマゲンパツオセンスイショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		3件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

		平成26年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		47件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染水処理対策工事 フクシマゲンパツオセンスイショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		3件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

		平成27年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		43件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染処理対策工事 フクシマゲンパツオセンショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		1件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

		平成28年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		29件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染水処理対策工事 フクシマゲンパツオセンスイショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		2件 ケン

						コーティング材(GP-US100-Ⅱ) ザイ

						ガラスシート(GP-GSS100)

		平成29年度 ヘイセイネンド		太陽光発電基礎設置工事 タイヨウコウハツデンキソセッチコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		16件 ケン

						ガラスシート(GP-GSS100)

				福島原発汚染水処理対策工事 フクシマゲンパツオセンスイショリタイサクコウジ		シーリング材(GP-CS100) ザイ		2件 ケン

						コーティング材(GP-US100-Ⅱ) ザイ

						ガラスシート(GP-GSS100)







15.無機系弾性塗膜塗料施工実績（研究会設立前）

1 公共 重機用橋梁補修 沖縄県 1988年6月 鋼製橋梁

2 民間 鉄骨橋梁補修 沖縄県 1988年10月 鋼製橋梁

3 公共 沖縄自動車道路（伊芸高架橋）補修 沖縄県 1990年2月 鋼製橋梁

無機系弾性塗膜塗料施工実績【橋梁補修】

施工場所 施工年月№ 発注者 施工内容 区 分

●施工実績（屋上防水で２０年の耐候実績が確認されております）

期間 数

1970年 ～         １７７件

2005年10月 ２２６件

無機系弾性塗膜塗料施工実績一覧

コンクリート構造物 新規部分・全面補修・部分補修 防水・防食

施工内容　累計 施工区分 目 的

鋼構造物 新規全面・全面補修・部分補修 防錆・防食


Sheet1

		無機系弾性塗膜塗料施工実績【橋梁補修】 ムキケイキョウリョウホシュウ

		№		発注者 ハッチュウシャ		施工内容 セコウナイヨウ		施工場所 セコウバショ		施工年月 セコウネンガツ		区 分 クブン

		1		公共 コウキョウ		重機用橋梁補修 ジュウキヨウキョウリョウホシュウ		沖縄県 オキナワケン		1988"年"6"月"		鋼製橋梁 コウセイキョウリョウ

		2		民間 ミンカン		鉄骨橋梁補修 テッコツキョウリョウホシュウ		沖縄県 オキナワケン		1988"年"10"月"		鋼製橋梁 コウセイキョウリョウ

		3		公共 コウキョウ		沖縄自動車道路（伊芸高架橋）補修 オキナワジドウシャドウロイゲイコウカキョウホシュウ		沖縄県 オキナワケン		1990"年"2"月"		鋼製橋梁 コウセイキョウリョウ






Sheet1

		無機系弾性塗膜塗料施工実績一覧 ムキケイダンセイトマクトリョウセコウジッセキイチラン

		期間 キカン		施工内容　累計 セコウナイヨウルイケイ				施工区分 セコウクブン						数 カズ		目 的 メマト

		1970年 ～          ネン		鋼構造物 コウコウゾウブツ				新規全面・全面補修・部分補修						１７７件 ケン		防錆・防食 ボウショク

		38,626		コンクリート構造物 コウゾウブツ				新規部分・全面補修・部分補修 ゼンメンホシュウブブンホシュウ						２２６件 ケン		防水・防食 ボウスイボウショク







16.GP更生工法材料一覧
16kg/缶　4kg/缶

GP-TK1000 エポキシ系錆転換剤

区　分 名　称 詳　細 荷姿・容量

16kg/缶

コーティング材

GP-RS

GP-TS100 シリコーン樹脂100％無機系弾性塗膜（上塗り材） 16.5Kg/ｾｯﾄ

GP-US100Ⅱ シリコーン樹脂100％無機系弾性塗膜（下塗り材） 20Kg/ｾｯﾄ

GP-EPC 3種混合型エポキシ系シリカセラミックコーティング材 20Kg/ｾｯﾄ

GP-EPI 変性エポキシ樹脂塗料（下塗り材） 18ｋｇ/ｾｯﾄ

GP-EPC-W 3種混合型エポキシ系シリカセラミックコーティング材水道施設適応 20Kg/ｾｯﾄ

18ｋｇ/ｾｯﾄ

20Kg/ｾｯﾄ

GP-UPC-W 3種混合型ウレタン系シリカセラミックコーティング材水道施設適応 20Kg/ｾｯﾄ

20本/箱（350g/本）

20kgセット

GP-CSZ 変成シリコーン樹脂シール材　低圧樹脂注入用仮止めシール材 10本箱/2梱包333mlカートリッジ

アクリルエマルジョンコーティング材　錆転換剤

GP-ES830 2成分形変性エポキシ樹脂系シーリング材シーリング材

GP-CS100 シリコーン樹脂100％シーリング材

GP-U2002 アクリルウレタン樹脂塗料（上塗り材）

GP-UPC 3種混合型ウレタン系シリカセラミックコーティング材（下塗り材）

補強材

GP-GSS100 シリコーン樹脂弾性塗膜コーティング材用補強保護材　ガラスシート 25m2/箱

鋼板（ＳＵＳ３０４) 加工品（t=1mm） 1000*2000（標準サイズ）

フラットバー（ＳＵＳ３０４) 加工品（t=3mm） 100*3000（標準サイズ）

ハードロックナット（ＳＵＳ３０４) M12

オールアンカー（ＳＵＳ３０４) M12＊100L

注入材

GP-EH90 高粘度エポキシ樹脂（硬質型）グリースタイプ 3kgセット

GP-EH80 高粘度エポキシ樹脂（硬質型）マヨネーズタイプ 3kgセット

GP-EH70 中粘度エポキシ樹脂（硬質型）低圧注入用 3kgセット

GP-EH60 低粘度エポキシ樹脂（硬質型）低圧注入用 3kgセット

GP-ES170 中粘度エポキシ樹脂（軟質型）低圧注入用 6kgセット

GP-ES160 低粘度エポキシ樹脂（軟質型）低圧注入用 6kgセット

プライマー
GP-UPC シリカセラミック　　　（シーラー材） 20Kg/ｾｯﾄ

GP-EPプライマー 超浸透性プライマー　コンクリート用 16.5Kg/ｾｯﾄ

補修材

下地調整材　樹脂モルタル 25kg/袋

GP-PHC 断面修復材　 25kg/袋

断面修復材　（耐酸性） 25kg/袋

その他

GP-EPCシンナー 16L/缶

GP-UPCシンナー 16L/缶

GP-TK1000シンナー 17L/缶

GP-専用シンナー 無機系弾性塗膜専用シンナー 16L/缶　4L/缶

ＧＰ－ＣＥＰ２０３専用シンナー 16L/缶

GP-TEPシリーズ 高靭性エポキシ樹脂接着剤 ―

GP-Superm コンクリート　　　　強化材 20Kg/缶

GP－HYUフォーム 2液性超硬質発泡ウレタン ―


Sheet1

		区　分 クブン												名　称 ナショウ														詳　細																														荷姿・容量 ヨウリョウ

		コーティング材 ザイ												GP-RS														アクリルエマルジョンコーティング材　錆転換剤 ザイサビテンカンザイ																														16kg/缶　4kg/缶 カンカン

														GP-TK1000														エポキシ系錆転換剤 ケイサビテンカンザイ																														16kg/缶 カン

														GP-US100Ⅱ														シリコーン樹脂100％無機系弾性塗膜（下塗り材） ジュシムキケイダンセイトマクシタヌザイ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-TS100														シリコーン樹脂100％無機系弾性塗膜（上塗り材） ジュシムキケイダンセイトマクウエヌザイ																														16.5Kg/ｾｯﾄ

														GP-EPC														3種混合型エポキシ系シリカセラミックコーティング材 シュコンゴウガタケイザイ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-EPC-W														3種混合型エポキシ系シリカセラミックコーティング材水道施設適応 シュコンゴウガタケイザイスイドウシセツテキオウ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-EPI														変性エポキシ樹脂塗料（下塗り材） ヘンセイジュシトリョウシタヌザイ																														18ｋｇ/ｾｯﾄ

														GP-UPC														3種混合型ウレタン系シリカセラミックコーティング材（下塗り材） シュコンゴウガタケイザイシタヌリザイ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-UPC-W														3種混合型ウレタン系シリカセラミックコーティング材水道施設適応 シュコンゴウガタケイザイスイドウシセツテキオウ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-U2002														アクリルウレタン樹脂塗料（上塗り材） ジュシトリョウウエヌザイ																														18ｋｇ/ｾｯﾄ

		シーリング材 ザイ												GP-CS100														シリコーン樹脂100％シーリング材 ジュシザイ																														20本/箱（350g/本） ホンハコホン

														GP-ES830														2成分形変性エポキシ樹脂系シーリング材 セイブンケイヘンセイジュシケイザイ																														20kgセット

														GP-CSZ														変成シリコーン樹脂シール材　低圧樹脂注入用仮止めシール材 ジュシザイテイアツジュシチュウニュウヨウカリトザイ																														10本箱/2梱包333mlカートリッジ ホンハココンポウ

		補強材 ホキョウザイ												GP-GSS100														シリコーン樹脂弾性塗膜コーティング材用補強保護材　ガラスシート ジュシダンセイトマクザイヨウホキョウホゴザイ																														25m2/箱 ハコ

														鋼板（ＳＵＳ３０４)														加工品（t=1mm）																														1000*2000（標準サイズ）

														フラットバー（ＳＵＳ３０４)														加工品（t=3mm）																														100*3000（標準サイズ）

														ハードロックナット（ＳＵＳ３０４)														M12

														オールアンカー（ＳＵＳ３０４)														M12＊100L

		注入材 チュウニュウザイ												GP-EH90														高粘度エポキシ樹脂（硬質型）グリースタイプ コウネンドジュシコウシツカタ																														3kgセット

														GP-EH80														高粘度エポキシ樹脂（硬質型）マヨネーズタイプ コウネンドジュシコウシツカタ																														3kgセット

														GP-EH70														中粘度エポキシ樹脂（硬質型）低圧注入用 ナカネンドジュシコウシツカタテイアツチュウニュウヨウ																														3kgセット

														GP-EH60														低粘度エポキシ樹脂（硬質型）低圧注入用 テイネンドジュシコウシツカタテイアツチュウニュウヨウ																														3kgセット

														GP-ES170														中粘度エポキシ樹脂（軟質型）低圧注入用 チュウネンドジュシナンシツカタテイアツチュウニュウヨウ																														6kgセット

														GP-ES160														低粘度エポキシ樹脂（軟質型）低圧注入用 テイネンドジュシナンシツカタテイアツチュウニュウヨウ																														6kgセット

		プライマー												GP-UPC														シリカセラミック　　　（シーラー材） ザイ																														20Kg/ｾｯﾄ

														GP-EPプライマー														超浸透性プライマー　コンクリート用 チョウシントウセイヨウ																														16.5Kg/ｾｯﾄ

		補修材 ホシュウザイ																										下地調整材　樹脂モルタル ジュシ																														25kg/袋 フクロ

														GP-PHC														断面修復材　 ダンメンシュウフクザイ																														25kg/袋 フクロ

																												断面修復材　（耐酸性） ダンメンシュウフクザイタイサンセイ																														25kg/袋 フクロ

		その他 タ												GP-EPCシンナー																																												16L/缶 カン

														GP-UPCシンナー																																												16L/缶 カン

														GP-TK1000シンナー																																												17L/缶 カン

														GP-専用シンナー センヨウ														無機系弾性塗膜専用シンナー ムキケイダンセイトマクセンヨウ																														16L/缶　4L/缶 カンカン

														ＧＰ－ＣＥＰ２０３専用シンナー センヨウ																																												16L/缶 カン

														GP-Superm														コンクリート　　　　強化材 キョウカザイ																														20Kg/缶 カン

														GP－HYUフォーム														2液性超硬質発泡ウレタン エキセイチョウコウシツハッポウ																														―

														GP-TEPシリーズ														高靭性エポキシ樹脂接着剤 コウジンセイジュシセッチャクザイ																														―







1７.GP更生工法研究会規約

目的
本会の研究成果を各会員が係わる建設構築物の新設及び改修に提供し、構築物を環境共生ロングライフ化させ
る事により、維持管理費のコスト削減を図る。

事業内容
1) 各種の情報交換活動。
2) 各種の研修活動。
3) 広報活動。
4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

資格
1) Ａ会員 目的に賛同した公的機関、発注者、発注代行機関、各種研究機関、設計コンサルタント、個人。
2) Ｂ会員 目的、事業に賛同し、各地域において工法の普及・営業活動を熱心に行い、本工事を受注し、施
工会員に発注を行う企業及び事業所。
3) Ｃ会員 目的、事業に賛同し、各地域において工法の普及・営業・施工活動を熱心に行う企業及び事業所。
4) Ｄ会員 本工法の開発・製造・施工をする企業。（株式会社エムテック、ダイユーペイント株式会社）
5) Ｅ会員 目的、事業に賛同し、賛助会員として本工法使用材料の製造・販売、又は本工法に関連する事業、
並び権利を持つ企業及び事業所、又は個人。

入会金・年会費
区分 入会金 年会費
Ａ会員 0円 0円
Ｂ会員 0円 120,000円
Ｃ会員 0円 240,000円
D会員 0円 240,000円
E会員 0円 120,000円



18.GP更生工法研究会会員

区分 名称 都道府県名 TEL FAX

B
営業

四国通建 株式会社
株式会社 テクノブレインズ

愛媛県
千葉県

0898-34-1033
04-7157-1159

0898-24-2198
04-7157-2813

C
施工

山野建設 株式会社
株式会社 三友技術

三重県
香川県

0596-22-3188
087-897-4404

0596-22-3184
087-897-4405

D
開発
製造
施工

ダイユーペイント 株式会社
株式会社 エムテック

大阪府
愛媛県

0729-53-1603
089-960-8880

0729-55-6316
089-960-8881

E
製造
販売

服部商店 株式会社
タキロンエンジニアリング株式会社
四国通建 株式会社

愛知県
大阪府
愛媛県

052-221-9461
06-6225-6600
0898-34-1033

052-221-7848
06-6225-6613
0898-24-2198

全国の会員

http://www.stk.co.jp/
http://www.techno-brains.jp/
http://www.yamanokensetu.net/
http://www.mteck.biz/
http://www.takiron.co.jp/company/jigyo/eigyo_10.php
http://www.stk.co.jp/


19.GP更生工法研究会 スキル講習

技術者認定制度

ＧＰ更生工法の品質確保を目的として、本会において技術者（個人）の認定を行う。資格内容は、本工法の施工条件・目的に適応し
た内容により以下に定めるスキルＣ～Ｓ・更生技師とし、各資格とも本会の技術部会長が講習・施工実績の確認を行い、会長が認定
する。
本会のＢ・Ｃ・Ｄ・Ｅ会員は、下記項目において資格者を保有する。
ただし、Ａ会員でも、スキル資格を希望する場合は、受講することが出来る。
1)スキルＣ 本工法の基礎知識講習。

受講資格者は、Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ会員とする。
2)スキルＢ 本工法の防錆・止水・防水に関する施工技術の講習及び実技。

受験資格は、スキルＣの資格を持ちスキルＢの現場実務経験を必要とする。
受講資格者は、Ｃ・Ｄ会員とする。
3)スキルＡ コンクリートの表面塗布による、防食・止水・防水・防藻に関する施工技術の講習及び実技。

受験資格は、スキルＣの資格を持ちスキルＡの現場実務経験を必要とする。
受講資格者は、Ｃ・Ｄ会員とする。

4)スキルＳ コンクリートの補強・更生及びヒートアイランド対策に関する施工技術の講習と実技、及び本工法全ての施工技術の
講習。

受験資格は、スキルＡ、Ｂの両資格を持ちスキルＳの現場実務経験を必要とする。
受講資格者は、Ｃ・Ｄ会員とする。

5)更生技師 本工法に適合した講習及び筆記試験。
受験資格は、スキルＳの資格を持ち、取得後１年以上の現場実務経験を必要とする。
受講資格者は、Ｃ・Ｄ会員とする。

講習時期・期間
1)スキルＣ 希望者の状況により行なうこととする。講習期間1日。（更新講習1日）
2)スキルＢ 希望者の状況により行なうこととする。講習期間2日。（更新講習1日）
3)スキルＡ 希望者の状況により行なうこととする。講習期間2日。（更新講習1日）
4)スキルＳ 希望者の状況により行なうこととする。講習期間2日。（更新講習1日）
5)更生技師 状況による。講習期間2日。（更新講習2日）



20.GP更生工法研究会 経歴

研究会経歴

H21.07.09 第1回スキル講習会（和歌山市・岐阜市）で開催
H21.08.28 設立総会が松山市で開催

A会員 17名
B会員 8社
C会員 11社
D会員 2社
E会員 4社

H21.09.09 第2回スキル講習会（京都市）で開催
H21.12.01 第3回スキル講習会（大洲市）で開催
毎年5月 松山市で理事会・総会が開催
H25.05 沖縄にて第5回、理事会・総会が開催
H30.05 松山市で第10回、理事会・総会が開催

A会員 28名
B会員 2社
C会員 2社
D会員 2社
E会員 3社



21.スキル講習・総会・懇親会



お問い合わせ

GP更生工法研究会

事務局（株式会社 エムテック社内）
〒791-1122
愛媛県松山市津吉町1059番地
TEL:089‐960-8880
FAX:089‐960-8881
E-mail:office@mteck.biz

研究会 事務局
須崎 好章
e-mail:y-susaki@mtecｋ.biz
携帯：080-2984-7819

研究会 技術担当
村上 浩
e-mail:h-murakami@mteck.biz
携帯：090-9456-8742

会 員

２０１8．04．０１
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