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 近畿
株式会社ケミカル工事
神戸市東灘区魚崎浜町5-5 TEL078-411-9111

株式会社デーロス
滋賀県長浜市木之本町木之本1768 TEL0749-82-4343

大正技建株式会社
大阪市大正区小林西1-9-5 TEL06-6553-3928

株式会社アドバンス
大阪市此花区酉島2-1-27 TEL06-6460-7117

ＣＳＡ近畿株式会社
大阪府豊中市名神口3-10-5 TEL06-6333-1161

 北海道
株式会社北海道サンキット
札幌市南区川沿2条3-3-65 TEL011-572-1110

株式会社拓恵
北海道恵庭市住吉町1-5-15 TEL0123-32-8533

 特別会員
株式会社デンカリノテック
東京都中央区日本橋室町2-1-1　TEL03-5290-5362

電気化学工業株式会社
東京都中央区日本橋室町2-1-1　TEL03-5290-5356

安心の全国ネットワーク
テクノクリート/施工研究会 会員一覧

 中国
中国商工株式会社
岡山県倉敷市片島町905-13 TEL086-465-1201

株式会社建創
広島市佐伯区楽々園2-1-7 TEL082-925-5877

株式会社山陽レジン
岡山市藤田886-1 TEL086-296-7785

ランデス特殊工事株式会社
岡山県真庭市赤野409-7 TEL0867-52-0100

株式会社愛晃
広島市南区蟹屋4-8-17 TEL082-262-3110

株式会社マシノ
広島市西区庚午中1-19-23 TEL082-507-2757

東和産業株式会社
山口県周南市新田2-3-20 TEL0834-63-2870

株式会社富士野
岡山市藤田676 TEL086-296-2232

山陽物産株式会社
広島市西区横川町2-5-12 TEL082-232-2800

 東北
寿建設株式会社
福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1 TEL024-543-0511

フクダ物産株式会社
仙台市若林区卸町東5-2-15 TEL022-288-6458

ヤマリョー株式会社
山形市流通センター3-6-5 TEL023-633-2325

 北陸
デンカ工販株式会社
新潟市中央区美咲町2-3-24 TEL025-283-5691

富士商事株式会社　金沢支店
金沢市神宮寺3-2-3 TEL076-252-4348

北陸防水株式会社
新潟市中央区姥ヶ山1-4-9 TEL025-286-6100

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29 TEL025-552-1300

株式会社エムシーエム　北陸センター
富山県高岡市福岡町下老子43-2 TEL0766-64-0351

株式会社アイペック
富山県高岡市能見南3-27 TEL0766-26-0117

 九州
株式会社地工建設
福岡県大牟田市健老町91-6 TEL0944-51-1331

西日本興業株式会社
鹿児島県薩摩川内市永利町4568-2 TEL0996-25-4142

福地建設株式会社
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2516 TEL0995-76-1171

 四国
有限会社真成開発
愛媛県四国中央市川之江町3609-5 TEL0896-58-8620

いよ技研株式会社
愛媛県宇和島市築地町1-1-12 TEL0895-24-1222

 関東
株式会社千葉技工
神奈川県相模原市南区相模大野8-8-1 TEL042-749-8510

山柿工業株式会社
東京都北区田端1-24-22 TEL03-3822-3011

株式会社岸土木
群馬県高崎市高関町445 TEL027-325-6732

日本ゼニスパイプ株式会社
東京都千代田区岩本町1-10-5 TEL03-3865-2626

國榮建設工業株式会社
東京都豊島区巣鴨1-41-11 TEL03-3944-9437

第一ファスニング株式会社
埼玉県川口市芝下2-5-12 TEL048-262-3838

伊田テクノス株式会社
埼玉県東松山市松本町2-1-1 TEL0493-22-1172

青木総業株式会社
千葉県鴨川市江見青木86-1 TEL0470-96-1211

山富商事株式会社
東京都文京区湯島3-26-9 TEL03-3834-3777

日東物産株式会社
東京都杉並区上高井戸1-7-25 TEL03-3329-5851

 中部
株式会社高見澤　建設事業部
長野県中野市草間1034-5 TEL0269-22-5238

竹花工業株式会社
長野県小諸市南町2-6-10 TEL0267-22-1750

北沢建設株式会社
長野県飯田市吾妻町7番地 TEL0265-23-0072

株式会社小宮山
長野県北佐久郡立科町大字牛鹿1616-1 TEL0267-56-1299

有限会社メイビック
愛知県一宮市大志1-6-17 TEL0586-28-5121

伊藤組建設株式会社
愛知県知多郡美浜町大字布土字大池53-1 TEL0569-82-0219

テクノクリート
http://www.technocrete.gr.jp

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー8F
電気化学工業（株）特殊混和材部内
TEL03-5290-5356  FAX03-5290-5085
E-mail:sekokenkyukai@denka.co.jp

問合せ先

テクノショット工法
ノンポリマー系湿式吹付け

断面修復

工期短縮を実現！！  長距離圧送、厚付け性
寒冷地・緊急工事に優れたモルタル吹付け工法



特長（従来工法との比較）

適用箇所

施工体制の確立
環境に優しい

工期短縮

耐久性 耐ひび割れ性

「テクノショット工法」は、耐久性に優れた
ノンポリマー系湿式吹付けの断面修復工法です。

テクノショット工法

従来工法

耐久性

○

○

長距離圧送

○

△

一回の吹付厚み

○

△

コテ仕上げ

○

○

寒冷地

○

△

経済性

○

△

コンクリート構造物の断面修復・モルタルライニング
特に大断面や急速施工、練混ぜプラントと施工箇所が離れている場合に、
テクノショット工法は効果的です。

※硬化促進剤の添加率の調整によりコテ仕上げ可能
※極寒期（-10℃）の施工・急速施工・大幅厚付け施工は、テクノショットモルタル急硬タイプを使用

圧縮強度

30N／mm2以上

曲げ強度

5N／mm2以上

付着強度

1.5N／mm2以上

※材料規格値 （20℃／材齢28日）

これまでのコンクリート補修モルタルは、耐久性や既設との一体化の観点から
ポリマーセメント系断面修復材を使用していました。
「テクノショット工法」は、特殊な混和材技術により、
ポリマーを添加せずにポリマー系材料の長所をそのままで、
更に施工性・圧送性を大幅に向上させた
ノンポリマー系の画期的な補修工法です。

これまでのコンクリート補修モルタルは、耐久性や既設との一体化の観点から
ポリマーセメント系断面修復材を使用していました。
「テクノショット工法」は、特殊な混和材技術により、
ポリマーを添加せずにポリマー系材料の長所をそのままで、
更に施工性・圧送性を大幅に向上させた
ノンポリマー系の画期的な補修工法です。

… ポリマーセメントモルタル
に劣らぬ物性

… 単位時間当たりの吐出量
が多く、厚付可能

… 発塵やはね返りが少ない。

… 低収縮モルタル＋樹脂ファ
イバーを使用し、ひび割れ
抵抗性の向上

… テクノクリート／施工研究
会員会社による責任施工

【普通タイプ】
・長距離圧送性：練混ぜプラントの移設の
回数を低減。プラントから施工箇所が離れ
ていても吹付け可能（～100m）

【急硬タイプ】
・寒冷地で使用可能「-10℃で硬化を確認」
（養生の簡略化）
・短時間で強度の発現

吹き付けノズル



施工手順

施工システム一例

9 施工完了施工完了

テクノショット
モルタル
テクノショット
モルタル

硬化促進剤テクノショットAF添加機

左官ミキサー

コンプレッサー

ノズル

スクイズポンプ

テクノショットモルタル+水

1
2

3

7

劣化部除去（はつり工）

1

プライマー塗布（デンカRIS211E）

（3倍希釈）
デンカ
RIS211Eプライマー配合 水

100
50g 100g

合計

150g
重量比 200

1m2当たりの配合量

3

防錆処理

はつり完了

錆び落とし（鉄筋）
防錆処理（デンカRIS111防錆ペースト）
防錆ペースト配合

※使用量　鉄筋1ｍ2当たり600～900g

セメント
100

1,000g

デンカRIS111
40

400g

デンカRIS211E
11

110g

合計

1,510g
※約2m2分

重量比

セメント1kgに対して配合量

2

左官ミキサーもしくは
ハンドミキサーにて
練混ぜる。
【練混ぜ時間の目安】
 左官ミキサー：5～6分
 ハンドミキサー：2分程度

4

7 8

コンクリート前処理コンクリート前処理

鉄筋防錆処理鉄筋防錆処理

練混ぜ練混ぜプライマー処理プライマー処理

吹付け吹付け 表面こて仕上げ表面こて仕上げ

8

5 モルタル
の圧送
モルタル
の圧送

硬化促進剤
の添加
硬化促進剤
の添加

6

プライマー処理
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