
WTC2011-Helsinki （2011年5月23～25日）
世界トンネル会議の展示会における出展会社および出展概要 ✽印：入手パンフレット、CD、DVD（協会で蔵書。閲覧可能）

No 会  社  名 分 野 出 展 概 要 国名

1 AFTES; PLANT & EQUIPMENT BRANCH
http://www.aftes.asso.fr/

協 会 フランスの地下工事用資機材メーカーの紹介
  ✽ セグメント搬送機械
協会活動の紹介
  ✽ AFTESの出版物リスト

  ✽ AFTESの教育プログラム

  ✽ EFNARCの吹付けコンクリート関係の資格、出版物リスト

  ✽ 国際地下･トンネルフェア（IUT2011.9‐スイス）パンフレット

 ✽ 国際地下空間会議（2011.10-リヨン）パンフレット

フランス

2 AMBERG ENGINEERING AG／AMBERG
TECHNOLOGIES AG
www.amberg.ch

コンサルタント 設計およびプロジェクトマネジメント。
データ収集･処理のためのシステム。
  ✽ 事業内容紹介（CD）

スイス

3 ARCADIS
www.arcadis.com

コンサルタント 設計、エンジニアリングおよび管理サービス
  ✽ 事業内容紹介（41pp）

  ✽ 事業内容紹介（CD）

フランス

4 ATLAS COPCO
www.atlascopco.com

機械メーカー コンプレッサー、建設および鉱山用の機械設備。
  ✽ 社報（2011年1月号）

ｽウェｰﾃﾞﾝ

5 BABENDERERDE ENGINEERS GMBH
www.babeng.com

コンサルタント プロジェクトのコンサルティング・サービス。
各種データを統合管理するソフトウェア。
  ✽ （なし）

ドイツ

6 BASF CONSTRUCTION CHEMICALS EUROPE LTD／

MEYCO GLOBAL UNDERGROUND CONSTRUCTION
www.meyco.basf.com

資機材メーカー 防水材料、吹付けコンクリート材料、地盤注入材料、TBM、
耐火コンクリートなどの材料および施工機械
  ✽ MEYCOトンネル施工機械紹介

スイス

7 BEKAERT
www.bekaert.com/building

資材メーカー SFRCコンクリート用鋼繊維

 ✽ 事業内容および製品紹介④

ベルギー

8 BROKK AB
www.brokk.com

機械メーカー ブレーカー
  ✽ 事業内容および製品紹介（55pp）

スウェーデン

9 CATERPILLAR TUNNELING CANADA
CORPORATION
www.cat.com

機械メーカー 土工機械、TBM（Lovat社を買収）

  ✽ トンネル掘削機：328D LCR
 ✽ TBM（ロシア語）

カナダ

10 CBE Group
www.cbe-tunnels.com

資材メーカー コンクリート2次製品製造用の型枠、機械

 ✽ コンクリートセグメント、止水材④

フランス

11 CARPI TECH BV AMSTERDAM, BALERNA BRANCH
www.carpitech.com

資材メーカー 防水膜（ジオメンブレーン）
  ✽ 事業内容紹介（水路トンネル、交通用トンネル）

オランダ
（スイス）



12 DENKA NEUCHEM
info@denkagermany.de

資材メーカー 吹付けコンクリート用の急結材、地盤改良注入材用の急結材
  ✽ セメント混和材の製品紹介⑤

ドイツ
（日本）

13 DESTIA OY
www.destia.fi

ゼネコン 公共事業の工事、維持管理
  ✽ 2010年度事業報告書

  ✽ 事業紹介②

フィンランド

14 DMT GMBH&CO.KG
www.dmt.de

地質調査 地下探査、地質調査、建設工事、設備機械
  ✽ ボーリングコアの映像化分析システム②

  ✽ 切羽先方の探査システム

ドイツ

15 DYWIDAG-Systems International GmbH
www.dywidag-systems.com

資材メーカー ロックボルト、ラチス支保工、先受け工
  ✽ トンネル支保システム

  ✽ 地盤改良用注入材

 ✽ 防水材

ドイツ

16 ELASTO-PLASTIC CONCRETE (ELJROPE) LTD
www.elastoplastic.com

資材メーカー プラスチック繊維によるエラスト･プラスチック・コンクリート
  ✽ （なし）

アイルランド

17 ENCARDIO-RITE ELECTRONICS PVT. LTD
www.encardio.com

計測器メーカー 土質および構造用の計測機器
  ✽ 土質および構造用の計測機器カタログ

インド

18 FERMACELL GMB}I, FERMACELL AESTUVER
www.aestuver.de

資材メーカー 耐火ボード
  ✽ 耐火ボード（交通トンネル､避難ルート､ケーブルダクト）③

ドイツ

19 FOGTEC FIRE PROTECTION
www.fogtec.com

設備機械メーカー 水噴霧設備（ミスト）
  ✽ ウォーターミスト設備のカタログおよび記事④

ドイツ

20 OY FORCIT AB
www.forcit.fi

資材メーカー 爆薬の製造販売
  ✽ 事業内容紹介

フィンランド

21 GEODATA GROUP
www.geodata.at

計測器メーカー 測量、モニタリング計測とデータ情報システム
  ✽ 事業内容紹介（CD）

オーストリア

22 GEONIC-DESIGN LLC
www.cleonic-desicln.com

IT、ソフトウェア 立坑の設計プログラム
  ✽ （なし）

ロシア

23 GIERTSEN TUNNEL AS
www.tunnelsealing.no

資材メーカー 漏水防止
  ✽ 防水工法紹介②

ノルウェー

24 GONAR-SYSTEMS INTERNATIONAL SP. Z .O.O
www.gonar-systems.com

資材メーカー アンカー、パイル
  ✽ 穿孔ビット製品紹介（119pp）

  ✽ 製品紹介および論文（CD）

ポーランド

25 HERCO KÜHLTECHNIK GMBH
www.herco-gmbh.com

設備機械メーカー   ✽ 坑内冷却設備② ドイツ

26 HERRENKNECHT GROUP
www.herrenknecht.com

機械メーカー
コンサルタント

TBM、トンネル工事のマネジメント

  ✽ 事業内容紹介（103ｐｐ）

  ✽ 交通用トンネル技術（43ｐｐ）

✽ 推進工法（39ｐｐ）

ドイツ

27 INNOTRANS 2012 - MESSE BERLIN GMBH
www.innotrans.com

イベント 国際鉄道技術専門見本市、2012年9月、ベルリン

 ✽ 開催案内パンフレット

ドイツ



28 IQSOFT / TOPOMETRIA LTD
www.iqsoft.gr / www.topometria.gr

IT、ソフトウェア ソフトウェア（設計、発破モニタリング）
  ✽ 事業内容紹介

ギリシャ

29 ITECH - CESAR-LCPC / C-TUNNEL
www.itech-soft.com / www.cesar-Icpc.com

IT、ソフトウェア 構造計算用のソフトウェア
  ✽ 2次元、3次元の構造解析プログラム③

フランス

30 KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD
www.rockplan.fi

コンサルタント 岩盤工学分野のプロジェクトのマネジメント
  ✽ （なし）

フィンランド

31 LEMMINKÄINEN GROUP
www.lemminkainen.com

ゼネコン 地下工事、維持管理
  ✽ 事業報告書2010年(160pp)

フィンランド

32 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE S.R.O.
www.eurogabions.com

コンサルタント 地下工事のプロジェクトのマネジメント
  ✽ 事業紹介(15pp)
  ✽ 事例紹介（6 トンネル）

スロバキア

33 MAPEI UTT INTERNATIONAL
www.mapei.com

資材メーカー 建設工事用の化学製品
  ✽ NATM用製品紹介（CD）

  ✽ 製品、工法紹介（DVD）

  ✽ 製品情報マニュアル（536pp）

  ✽ コンクリート添加材

 ✽ コンクリート補修、等の資材、工法（125pp）

イタリア

34 MARIOFF CORPORATION OY
www.utcfireandsecurity.com / www.marjoff.com

設備機械メーカー 水噴霧設備（ミスト）
  ✽ 事業内容紹介

フィンランド

35 MARTI CONSTRUCTION COMPANIES
www.martiag.ch

コンサルタント 地下工事のプロジェクトのマネジメント
  ✽ （なし）

スイス

36 MATRICS CONSULT LTD / HBI CONSULTING
ENGINEERS
www.matricsconsult.com / www.hbi.ch

コンサルタント   ✽ 地下工事のプロジェクトマネジメント(MATRICS
CONSULT)
 ✽ トンネルの換気（HBI）

スイス

37 MAXAM-SUOMI OY
www.maxam-corp.com

資材メーカー 爆薬の製造販売
  ✽ 製品紹介

フィンランド

38 MITSUBISHI ELECTRIC CO.
www.mitsubishielectric.com

設備機械メーカー   ✽ 車両搭載型3次元地形データ測定システム
　　　　（例、トンネル覆工変状点検）

日本

39 METROSTAV A.S.
www.metrostav.cz

ゼネコン 地下工事、維持管理
  ✽

チェコ

40 MUNICH RE - CORPORATE INSURANCE PARTNER
www.munichre.com

保険会社 地下およびトンネル工事のリスク管理、保険
  ✽ 事業内容紹介

ドイツ

41 NFM TECHNOLOGIES
www.nfm-technologies.com

機械メーカー TBM
 ✽ TBM製品紹介

フランス

42 NORMET INTERNATIONAL LTD.
www.normet.fi

資機材メーカー トンネル用機械、等
  ✽ 吹付け、装薬、運搬、等の施工機械

  ✽ 止水、防水、地盤改良、コンクリート添加、等の材料

スイス

43 THE NORWEGIAN TUNNELLING SOCIETY
www.tunnel.no

協会 ノルウェーの会員各社のPR
 ✽ （なし）

ノルウェー



44 PALMIERI SPA
www.palmierigroup.com

機械メーカー カッターヘッド、ディスク・カッター
  ✽ 製品紹介

イタリア

45 POWER CURBERS, INC.
www.powercurbers.com

機械メーカー コンクリート製品の施工機械
  ✽ トンネル側壁コンクリート打設機

米国

46 POWERKING MACHINERY CO.,LTD.
www.powerkingmc.com

資材メーカー 岩破砕材料（ロック･スプリッター）
  ✽ 製品紹介③

韓国

47 PROMAT NORDIC
www.promat.nu

資材メーカー 耐火ボード、吹付け
  ✽ 耐火ボードによる火災防護マニュアル（67pp）

  ✽ 吹付けによる火災防護マニュアル（51pp）

デンマーク

48 PROTAN AS
www.protan.com

資材メーカー 工事中の換気ダクト
  ✽ 製品紹介

ノルウェー

49 PUTZMEISTER
www.putzmejster.es / www.putzmejster.es/shotcrete

機械メーカー 吹付け機械
  ✽ 製品紹介

スペイン

50 PÖYRY
www.poyry.com

コンサルタント 地下工事のプロジェクトマネジメント
  ✽ トンネルと地下構造物のコンサルティングエンジニアリング

  ✽ 持続可能な技術②

フィンランド

51 RASCOR
www.rascor.com

資材メーカー 防水処理
  ✽ （なし）

スイス

52 THE ROBBINS COMPANY
www. TheRobbinsCompany.com

機械メーカー TBM
  ✽ TBM製品紹介

 ✽ 事例紹介②

米国

53 OY ROBIT ROCKTOOLS LTD.
www.robit.fi

資材メーカー 削孔機械、ビット
  ✽ （なし）

フィンランド

54 ROCKSOIL S.P.A.
www.rocksoil.com

コンサルタント トンネル、基礎の設計
  ✽ 事業内容紹介

  ✽ 施工事例紹介パンフレット⑩

 ✽ ADECO-RS関係の論文④、T&TI-May 2000

イタリア

55 SAANIO & RIEKKOLA OY
www.sroy.fi

コンサルタント 地下工事の計画設計
  ✽ 業務紹介

フィンランド

56 SANDVIK
www.sandvik.com

資機材メーカー トンネル施工機械一般
  ✽ 穿孔機、削岩機、等

  ✽ 穿孔パターン制御ソフト

 ✽ 2010年事業報告書（237ｐｐ）

スウェーデン

57 S&B INDUSTRIAL MINERALS GMBH
www.ibeco.com

資材メーカー ベントナイト
  ✽ （なし）

ドイツ

58 SCHAUENBURG TUNNEL-VENTILATION GMBH
www.tunnel-ventilation.de

資材メーカー 工事中の換気ダクト
  ✽ 技術紹介（ロシア語）

ドイツ

59 S.E.L.I. SPA
www.selitunnel.com

機械メーカー TBM
 ✽ 事業内容および製品紹介

イタリア



60 SIKA AG
www.sika.com

資材メーカー セメント混和材料、関連技術
  ✽ 事業内容および製品紹介（DVD）

スイス

61 SISO SA
www.sisonet.com

IT、ソフトウェア ソフトウェアの開発
  ✽ （なし）

スイス

62 SMTG
http://www.smtg.se

協会 スウェーデンの地下工事関係の業界団体
  ✽ 業界誌

  ✽ CME社：製品紹介（32pp）

スウェーデン

63 SOLCON OY
www.solcon.fi

資材メーカー
(代理店）

ボルト、アンカー、化学製品
  ✽ ビット

  ✽ アースアンカー

フィンランド

64 STONEGO OY
www.stonego.fi

機械メーカー 多用途の建設ロボット
  ✽ 製品紹介

フィンランド

65 SWISS TUNNELING SOCIETY
wwwswisstunnel.ch

協会   ✽ スイス･トンネル会議（2011.6.8～9）の紹介

  ✽ ITA/WTC2013（ジュネーブ）の紹介

 ✽ 止水材料、工法の会社

スイス

66 Topometria Ltd
http://topometria.gr

測量
コンサルタント

測量、計測、モニタリング
  ✽ 事業概要紹介

ギリシャ

67 TRELLEBORG RIDDERKERK BV
www.trelleborg.com/Infrastructure

資材メーカー 化学製品
  ✽ 止水材料製品紹介（24pp）

オランダ

68 VMT
www.vmt-gmbh.de

計測器メーカー 測量、計測およびデータ処理ソフト
  ✽ TBM、ロードヘッダー等の位置決め測量

  ✽ 各種測定

 ✽ データ処理ソフトウェア

ドイツ

69 WBI GMBH- PROFESSOR DR. ING W. WITKE
BERATENDE INGENIERE FUR GRUNDBAU UND
FLESBAU
www. wbionline. de

コンサルタント
ソフトウェア

NATM、TBM
  ✽ 研究成果、事業報告のリスト

ドイツ

70 WSP FINLAND LTD.
www.wspgroup.fi

コンサルタント 公共事業
  ✽ 事業概要

  ✽ 事業報告書2009年5月

 ✽ 事例紹介

フィンランド


