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防災対策機器・工法
建築土木用接着剤

アサヒボンド工業（株）
アサヒボンド工業会

補修・補強用接着剤

本　　　　社　〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
　　　　　　　☎ 03-3972-4929 ㈹　FAX03-3972-4856
工業会事務局　〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
　　　　　　　☎ 03-3972-4909　　FAX03-3972-4583

〈概　要〉
　エポキシ樹脂を主成分とした建築土木用接着剤「アサヒボンド」は、コンクリート建造物の補修・
補強・保存工事に最適な製品。使用場所と目的に応じた品揃えを誇る。

<レジアンダー最近の使用実績例>   

　福島県近津幼稚園、東京都萩中保育園、ゆかり文化幼

稚園、茨城県常陸太田特別支援学校、静岡県浜松聴覚特

別支援学校、山形県天童市立長岡小学校、福島県伊達市

立伊達東小学校、茨城県ひたちなか市立堀口小学校、埼

玉県越谷市立大沢北小学校、東京都西東京市立碧山小学

校、武蔵野市立境南小学校、大田区立東蒲小学校、東村

山市立野火止小学校、神奈川県大和市立北大和小学校、

熊本県熊本市立城東小学校、宮城県伊具郡丸森町立旧筆

甫中学校、東京都小金井市立東中学校、三重県伊勢市立

御薗中学校、茨城県水戸桜ノ牧高等学校常北校、友部高

等学校、埼玉県立浦和東高等学校、都立武蔵村山高等学

校、都立府中西高等学校、神奈川県立岸根高等学校、県

立平塚農業高等学校、県立綾瀬高等学校、県立逗葉高等

学校、県立鎌倉高等学校、県立横浜修悠館高等学校、福

岡県立福岡中央高等学校、埼玉県文京大学越谷校舎

建築改修工事用接着剤

　　　　　　用途 　　　品番

浮き補修に（JIS A6024） 576/573

ひび割れ補修に（同上） 551/573

欠損部補修に BE2 ★ /BE12/BE13

U カット補修に EL55 ★

タイル部分張替用に 507 ★

シール用エボキシ樹脂は 505 ★

注入用軟質系エボキシ樹脂は 556L ★ /556M ★

「アサヒボンド」使用の〈施工例〉
■コンクリート建造物の構造補強

・アンカーボルト接着工法
・鋼板接着工法
・連続繊維補強工法
・耐震補強各種工法
■コンクリート・モルタルの欠損補修

・欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法
・塩害抑制断面欠損補修工法
■モルタル・タイル仕上げの浮き補修

・アンカーピンニング部分注入工法
・アンカーピンニング全面注入工法
・プレスダウングラウト工法
■コンクリート・モルタルのひび割れ補修

・パイプ埋込み注入工法（裏面シール有）
・パイプ埋込み注入工法（裏面シール無）

・座金付パイプ注入工法
・自動式低圧樹脂注入工法（スクイズ工法）
・スクイズプレート、スクイズ bar
・U カット可とうエポキシ樹脂充填工法
■その他の補修・補強・接着工法

・プレキャストコンクリート接着工法
・コンクリート打ち継ぎ接着工法
・コンクリートのジャンカ補修工法
・タイル接着工法
■その他のエポキシ樹脂応用工法等

・浴場、屋上など、アスファルト防水層の部分注入    
　補修防水工法

・レジアンダー
　（水性エポキシ樹脂混入下地処理塗材）

・上下水道施設、農業集落排水施設等のコンクリー　
　ト防食工法

土木・建築　構造補強用接着剤

　　　　　　　用途 　　　　品番

鋼板等接着補強工法用（注入剤） 801 ☆ /801L ☆

　　　　　　　　　  （シール材） 850 ☆

連続繊維補強工法用 700P 701

耐震補強各種工法用

連続繊維補強工法用（プライマー） 700P

耐震補強各種工法用（含浸接着用） 701

アンカーボルト接着工法用 871 ☆
★は（社）公共建築協会「建築材料等評価名簿」掲載品 ☆は日本道路公団他の品質規格合格品

アサヒボンド工業㈱ http://www.asahibond.co.jp
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レジアンダー	 	 	 	 	
（水性エポキシ樹脂混入下地調整塗材）   

　水性エポキシ樹脂を混和液としたセメント系下地調整

塗材。エポキシの接着力とセメントの経済性を活かした

接着剤。塗膜防水材、樹脂系塗床材、エポキシライニン

グ材等の塗り仕上げ施工の最適なパートナー。

【特長】
●ピンホール・クレーター・ふくれの原因となる下地の

巣穴・豆板を容易に修復可　●コンクリート・タイル・

金属類等各種下地、ウレタン・エポキシ等の上塗材に堅

固に付着　●耐溶剤性に優れ、ＦＲＰ防水の下地調整材

としても使用できる

【用途】
①防水改修　②塗床・ライニング　③長尺シート・Ｐタ

イル等の工事の下地調整　④連続繊維シート工法の下地

調整　⑤各種下地と上塗材の仲介接着 等々

プレスダウングラウト工法（PDG工法）
（50二丁直張りタイル仕上の浮き補修対応工法）

　注入が困難な 50 二丁直張りタイル仕上の浮き補修に

最適な工法。アルミ製フレームで抑え込むことにより接

着層が薄い浮き注入補修に対応できる。

【工法の特長】 
●アルミフレームで抑え込みながら注入するので、注入

　圧力によるはらみを押さえることで、注入材が必要な

　面積に広がる

●タイルを張り替えないので意匠が変わらない

●注入口やアルミフレーム取り付け穴は目地に穿孔する

　ので、タイルを傷つけない

●不具合箇所に合わせて施工できるので、健全部に手を

　かけず、部分補修が可能で効率的

●会員専用工法でライセンス制を採用し、安定した施工

　品質を実現

防災対策機器・工法
建築土木用接着剤

アサヒボンド工業（株）
アサヒボンド工業会

補修・補強用接着剤

本　　　　社　〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
　　　　　　　☎ 03-3972-4929 ㈹　FAX03-3972-4856
工業会事務局　〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
　　　　　　　☎ 03-3972-4909　　FAX03-3972-4583

<アサヒボンド最近の使用実績例>   

　千葉県千葉市天台保育所、成田市吾妻保育園、新潟県

新潟市おむすび保育園、埼玉県熊谷特別支援学校、茨城

県古河市立上辺見小学校、群馬県邑楽郡千代田町立東小

学校、埼玉県桶川市立加納小学校、深谷市立幡羅小学校、

新座市立石神小学校、桶川市立加納小学校学校、上里町

立賀美小学校、本庄市立旭小学校、本庄南小学校、千葉

県柏市立松葉第二小学校、印西市立原山小学校、東京都

調布市立染地小学校、江東区立辰巳第二小学校、神奈川

県逗子市立久木小学校、新潟県新潟市立桜が丘小学校、

亀田小学校、岐阜県本巣郡北方町立北方小学校校、愛媛

県喜多郡内子町立大瀬小学校、福岡県糸島市立深江小学

校、鹿児島県曽於郡大崎町立大丸小学校、青森県上北郡

六ヶ所村立千歳中学校、群馬県太田市立藪塚本町中学校、

千葉県袖ヶ浦市立昭和中学校、新潟県新潟市立木戸中学

校、愛知県名古屋市森考中学校、鹿児島県志布志市井崎

田中学校、新潟県荒川高等学校、新発田農業高等学校、

吉田高等学校、新潟中央高等学校、静岡県掛川東高等学

校、宮崎県日向高等学校、日本工学院専門学校、新潟大

学（五十嵐）自然科学系管理・共通棟、敬和学園大学体

育館、熊本大学 国際交流会館Ａ棟他災害復旧工事

新工法！　PD	ピンニング	エポキシ樹脂注入工法
（特殊コンクリートビス使用の浮き注入新工法）

　プレスダウングラウト工法の開発途上で、従来のエポ
キシ樹脂注入工法の様々な問題点に出会った。
●注入材の流出　つば無しの通常のアンカーピンは、硬
　化前に注入材の漏出の可能性がある
●ピンの浮き上がり　注入内圧が解消以前にアンカーピン
　を挿入した場合、飛び出す可能性がある
●特許工法取得　新工法は、PDG 工法以外にも活用で
　き、登録会員工法とし、安定した施工品質を確保する

PDピンは、躯体コンクリート
に切り込み機械固定されピンの
飛び出しを無くし、PDピンの
頭が、樹脂の流出を防止する。

アサヒボンド工業会 http://www.asahibond-kai.jp
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災害・非常対策
非常用発電装置

三井物産フォーサイト（株）

マグネシウム空気電池МＧＶ

エネルギーソリューション事業部
〒 141-0032  東京都品川区大崎 1-6-1
　　　　　    TOC 大崎ビル 1 号館 4・6・7 階
電話  03-5759-5214　FAX  03-5434-1537

E-mail:mgv@mb-f.co.jp
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【概要】
　過去に数多くの自然災害に見舞われてきた我が国にお

いて、ライフラインの寸断による「水」の確保が常に大

きな課題となってきました。

当社は生活に不可欠な水分野に特化した「水のマエザワ」

として水環境の整備・向上に寄与する多彩な製品の開発・

製造・販売に取り組んでまいりました。

その信用と実績のもと、「非常用浄水装置エモータブル」

をご提案させていただきます。

　エモータブルは海水以外の河川水や雨水などの淡水か

ら安全な飲料水を作ることが可能な逆浸透膜と、電源が

無い状況でも造水が可能な手動式ポンプを採用した、場

所をとらないコンパクトサイズの浄水装置です。

【特長】
① 電源・動力不要の手動式ポンプを採用。

②場所をとらず、持ち運びが容易なコンパクトケース。

③浄水処理の中で最も性能が高い逆浸透 (RO) 膜を採用し、

　様々な水源から安全な飲料水をつくることが可能。

④逆浸透 (RO) 膜採用の手動式の非常用浄水装置としては

　最高レベルの毎分１リットルという高い造水能力。最

　長 30 日間の連続使用が可能で、弊社の推奨条件下で

　は最大 6,000 リットルの総造水量を確保。

⑤一般財団法人日本消防設備安全センターの消防防災製

　品等の推奨を取得。

⑥一般社団法人防災安全協会の防災製品

　等推奨品証を取得。

⑦「ジャパン・レジリエンス・アワード

　（強靭化大賞）2017」優秀賞受賞。

【仕様】
浄水方式：逆浸透膜方式

可動方式：手動によるポンプ加圧方式

フィルター：セディメントフィルター　

　　　　　（10インチ5μmPPフィル　　

　　　　　　ター）

　　　　　　逆浸透膜（RO 膜 500GPD）

造　水　量：1 リットル／分（水温 25℃）※

サ　イ　ズ：製品／幅 350㎜×奥行 220㎜×高さ 512㎜

　　　　　　梱包箱／幅 414㎜×奥行 314㎜×高さ 607㎜

重　　　量：8.5㎏（乾燥重量）

防災対策
非常用浄水装置（電源不要）

前澤化成工業（株）

エモータブル

特販営業部
〒 136-0071
東京都江東区亀戸 2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL:03-6807-0744    FAX:03-6807-0746

人力で飲めない水を「飲める水」に変える！
非常用浄水装置　エモータブルMW500

※造水量は水温 25℃。また数値は性能試験による平均値で
　あり保証するものではありません。

http://www.maezawa-k.co.jp/
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防災対策
仮設トイレ

（株）カワハラ技研

ほぼ紙トイレ

〒 104-0052 東京都中央区月島 2-2-10 クエスト正徳 201
電話：03-3532-3121  FAX：03-3532-3122
＜商標登録済／特許出願中＞

この問題を解決する
のは	備蓄型組立式
仮設トイレ

組立	約20分
工具不要

・水洗トイレは使用できない	
・仮設トイレはすぐに来ない
・トイレに行きづらい

災害時のトイレの問題　知っていますか？

※予約販売受付中

災害直後からすぐに困るのはトイレ

で課題対応へ

断裂の恐れのある電気・上下水道設備等が無くても使用可能
400ℓ（約1,600回分）使用できる大容量タンク装備
タンク満杯で封をして保管。最終処理は全焼却可の衛生設計

材料は全て耐水性なので屋外に設置可能

で問題解決

http://www.hobokami.com

　避難所等におけるトイレ対策は、避難者の心身の健康管理、また 

避難所の衛生対策上、重要な課題です。 

　( 株 ) カワハラ技研は、阪神淡路大震災や熊本地震でトイレ問題に

直面した方々の要望を受け、被災者支援という観点から避難生活に

おけるトイレの課題を解決するため開発に取り組み、災害直後	簡単
に組み立てられて、直ぐ使用できる備蓄型組立式仮設トイレ『ほぼ
紙トイレ』を完成させました。
　万が一の災害発生時に重要な被災者支援となる仮設トイレは、極

力多くの場所に備蓄されていることが望ましく、( 株 ) カワハラ技研

では、国、都道府県、市町村、指定公共機関関連施設はもちろん、

商業施設や倉庫を所有する民間企業にも、災害対応の意識を高め主

体的に地域貢献するよう『ほぼ紙トイレ』の備蓄を呼びかけています。

　その立地条件から緊急災害時の避難場所として災害時に果たす役

割が大きい〝学校〟でも、想定される災害時のトイレ問題解決のた

めに『ほぼ紙トイレ』の備蓄を検討してはいかがでしょうか。 
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　地震や台風、水害などの災害時に避難所へ避難所生活

を強いられた被災者にとって最も切実なのは実はトイレ

の問題。避難所の不自由な生活の中で、清潔、快適なト

イレを確保できるか否かは、被災者の健康にも重大な影

響を与える。防災貯留型仮設トイレシステムは阪神大震

災後、神戸市と共同で被災者へのアンケート調査等から

得られた教訓から開発を行い、神戸市を皮切りに現在

1,000 校を超える学校等に整備された塩ビ管を利用した

マンホールトイレで、災害への備えの提案を行って整え

ています。

●	下水道本管直結式
　防災貯留型仮設トイレシステムの最大の特徴は下水道

本管直結式で有り、且つ貯留型であること。既設の下水

道ライフラインの機能を活用することで整備コストを押

さえており、下水道本管との間に貯留装置（貯留弁）を

設けることで、災害時に下水道本管に異常が無い場合は

そのまま放流し下水道の機能を活用。万が一下水道本管

が破損している場合でも、汚水を貯留してトイレを使い

続けることができる仕組みである。特長は

① １システムあたり、トイレ数５基（標準基数）に対応。

② 下水道管路に直接接続することで、設置整備費を縮

　減することが可能である。

③ 予め管路に貯留水として井戸水、川の水、プール等

　を使用前に水を溜めることで汚物の臭気発生を抑制　

　し、衛生面・環境面においても優れている。

④ 貯留槽のゲートを開くと、水勢で汚物を一気に本管

　まで流すことが出来るため、汚物の堆積、滞留が起こ

　りにくい。

⑤ 災害時に下水道管路が破損した場合は、貯留機能が

　あるため継続使用が可能（１回／日程度バキューム

　カーで収集が可能）。配車の遅れなどで万が一貯留量

　が限界に達しても、貯留弁の中に組み込まれた仕切弁

　からオーバーフロー（放流）させる仕組みがあり、長

　期間使用が可能

⑥ 上部構造物であるトイレの種類、形状を選ばないた

　め、災害時にトイレの確保が容易である。

⑦ 軟弱地盤地は液状化対策に実績のあるリブパイプで

　管路の浮上防止を図る事が容易である。

　これらの特長を活かして、避難所の機能強化に貢献す

　るシステムである。

災害・防災対策
トイレシステム

積水化学工業（株）

防災貯留型仮設トイレシステム

環境・ライフラインカンパニー　管材事業部
〒105-8450　東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）
TEL 03-5521-0833

避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、
被災者の健康を守る

http://www.eslontimes.com/
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　アキレスエアーテントは災害対応に特化したエアーテン

トを提供しています。

　エアーテントはブロアで空気を送るだけで完成するの

で、組立作業が大幅に簡素化できます。

　保管もコンパクトで場所をとらず、部品をなくす心配も

殆どありません。災害時の救護所など備蓄用に最適です。

　アキレスエアーテントには市役所や消防団等でも使用さ

れているスタンダードタイプから車輌格納用の大型タイ

プ、大規模災害対策本部用等に採用されているハイグレー

ドモデルまで幅広いラインナップをそろえています。

防災対策
エアーテント

アキレス（株）

アキレスエアーテント

引布販売部
住　　所：〒 169-8885　東京都新宿区北新宿 2-21-1
電話番号：03-5338-9360
FAX 番号：03-5338-9369

コンパクトに保管、大きく展開　アキレスエアーテント

ブルーシートの所定の位置
にエアーテント（収納状態）
を置きます。

テントの形状が完成してから 30
秒加圧します。

気柱の端（６箇所）引っ張って形を整えます。

詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

ブロアのスイッチを入れ、充気を待ちます。徐々にテントが立ち上がります。立ち上が
り方がおかしければサポートします。

エアーテントをブルーシー
ト内に広げます。

バルブを取り付けます。（3 箇所） バルブにブロアホー
スを接続します。

完成
ブロアホースを外し、

しっかりとバルブを締
めます。

エアーテントは一人で簡単に組立てが出来ます。（写真の手順で４×５ｍのテントが立ち上げ出来ます。）

http://www.achilles-rf.com/tent/


