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透水性【無機】環境舗装材 ドライウェイ

南箱根ダイヤランド

NR Timesの発行もお陰様で3年の節目を迎えることとなりました。そもそも本紙の発行

は、私たちのことをより多くの方に知って頂きたくて、また皆様と少しでも近づきたくて始

めたものでした。そしてこの歴史と同じくドライウェイも3年の節目を迎えることになりました。

この3年の歴史のなかでNR Timesとドライウェイは共に成長し続け、お陰様で今ではNR

を象徴するものとなりました。この3年の節目はあくまでも通過点であり、これからもより

多くの皆様に私たちを知って頂き、もっともっと皆様に近づければと思っております。そ

んな思いも込め、今回は3周年記念特別増刊号と題し、ドライウェイな風景全国マッ

プを作成いたしました。人にやさしい、人のためのドライウェイ。

西は福岡から東は千葉まで1都2府8県に敷き詰められたドライウェイの中からほんの

一部ですが、ドライウェイな風景をご覧ください。
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ドライウェイ

（透水性無機コンクリート）
高い透水性・保水性機能を持ち、

蒸発散・気化熱効果によるヒート

アイランド現象の抑制、雨水の地

下への還元・保水効果による集中

豪雨時の河川氾濫・洪水被害の抑

制に優れており地球にやさしい＝

人にやさしいハイブリット商材。

カラーバリエーションも豊富で意

匠性にも優れ、今注目の商品です。

2.4m

南箱根ダイヤランド

ベルトコンベアー付アジテータトラック

ネコイラズ

作業

範囲

高さ 幅 長さ 最大積載量

10ｔ車 / 3700mm / 2500mm / 7950mm / 10000kg

5ｔ車 / 3250mm / 2200mm / 6500mm /  5000kg

ネコイラズ / 3500mm / 2300mm / 7000mm /  5000kg

ネコイラズ＆通常車両サイズ比較

狭いところも
もなんのその！

ピンポイントに
届けます。

こんな場所でも
お手のもの！

遠いところも
おまかせあれ！

ベルト長8mで
カバーします。

高いところは
得意技！

約4mの高さまで
対応します。

いろんな使い方が
出来るんです。

フランスより日本に初上陸した短・中距離打設のエース

「ネコイラズ」は,他の打設方法とは全く違う様々な機能や特徴、

便利性があります。そして何より打設費用を軽減できることが最大

のメリット。お客様の悩みを必ず解消できると間違いなしです。

NR Times発行3周年のご挨拶

代表取締役

宮本 みよ

自然との共存

呼吸するコンクリート

施工業者：東洋建設株式会社様

施工現場:千葉県浦安市

舞浜ユーラシア

施工面積:200㎡

施工DW ：白玉石洗い出しDW

出荷工場：佐倉エスオーシー㈱様

コメント：NR初洗い出しドライウェイ！

白玉石が宝石のように輝きます。

千葉県浦安市

「人のためのコンクリート」

世間では「コンクリートから人へ」と、とかく邪魔者扱いされがちなコンクリートではありますが、私たちNRはコンクリートを練って運ぶことで暮らしております。コンク

リートやそれにまつわる技術をご提供することで、お客様そして社会に貢献できたら、それが私たちNRの喜びです。おかげさまで今号Vol.36号でNRTimesも3周年

の節目を迎えることができました。毎月発行する度に、自分たちの仕事を反省したり、お客様との交流について思いを深めたりと、振り返ってみればNRTimesとコン

クリートを通じて、私たちNRはこの3年間とても明るく楽しくいられたなあと感慨もひとしおです。コンクリートを通して多くの方との接点が生まれ、喜びや感動が生ま

れた3年間、これまで暖かく見守っていただきまことに有難うございました。そしてこれからもNRTimesとNRをどうぞよろしくお願いいたします。

―すべては人のため。

私たちNRは今後も「人のためのコンクリート」をモットーに、社員一同精一杯誠心誠意お客様を始め関係先様の喜び、ひいては私たちの「明るく楽しく」のために、

頑張ってまいる所存です。至らない点多々あろうかと存じますが、頑張りますので御指導御鞭撻今後ともどうぞよろしくお願い致します。

平素よりまことに有難うございます。NR一人ひとり、心から御礼申し上げます。 (代表取締役宮本みよ・NR社員一同より）
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カラー骨材

色合わせ

ツイデ便

今期サッカーチケットは、お陰様で終了いたしました。

ご注文ありがとうございました。

スタッフブログ更新中！アクセスお待ちしております。

ブログへのコメントも宜しくお願いします。

当社では、HPでのクレーム受付も行っております。

貴重なご意見をお聞かせください。

長岡生コンホームページ好評更新中！

ありがとうございます&おめでとうございま

生コン頼んでサッカー観戦当てよう！

Ｊリーグ清水エスパルス親子観戦チケットプレゼント！

11月 当選者発表

中建 中山様

コンクリートトータルサポート

MCタイト/ファイン NR補修色合わせ

NRでは、ホッカイロサービスを開始いたしま

した。これから冬本番を迎えるに当たり、カイ

ロは必需品です。NR「ホッ」カイロで、心も

体も「ホッ」とあたためてください。NR営業ス

タッフ、ドライバーによりお配りしております。

お気軽にお声をお掛けください。

コンクリートの健全性を診断してほしい！

200年（長寿命）コンクリートを造りたい！

・高強度コンクリート

・MCタイト/ファインによるコンクリートの改質

その他、ランデックスコート・セラミクリートetc.

コンクリートを長持ちさせる技術をご提案い

たします。

施工不良を補修したい！

・不慮に起きてしまった施工不良箇所(ジャンカ・コー

ルドジョイント・エアーあばた・色むらetc.）もしっかり補

修、自然に復元いたします。

汚れたコンクリートをリフォームしたい！
（再発防止工事）

・長年風雨にさらされ汚れたコンクリートをリフォーム。

合わせて再発防止工事も行います。

劣化コンクリートの補修をしたい！

・クラック補修

低圧注入工法

充填工法

表面塗布工法

断面修復工法

簡易漏水補修工法（MCファイン）

再アルカリ化工法（MCタイト）

ひび割れの少ないコンクリートを打設したい！
・収縮低減剤

・膨張材

・コンクリート分離低減剤

・ガラス繊維ネット etc.

ひび割れの少ないコンクリートのVE提案いたします。

従業員のスキルアップをしたい！

NR生コン講習会はいかがでしょうか？

基礎編～マニアック編まで

解かり易く!？教えます。

鉄筋探査試験 反発度試験 コア採取による圧縮強度試験・中性化試験

・コンクリート診断士による診断もおこないます。

お客様のコンクリートに関する“困った”を
専門スタッフが万事解決いたします。

コンクリート トータルサポートのNR！私たちは、打ったら（売ったら）

終わりじゃありません。すべては「人のために」 お客様の大切なコン

クリートを打設後もしっかりサポートいたします。補修、復元、改質、延

命、診断などなど、コンクリートのことなら何でもNRにご相談ください。

伊豆長岡温泉

12月12日オープン！
県下最大級ハウス200棟完備

伊豆一早い！いちご狩りを

お楽しみください。

いちご30分食べ放題（3才以上）

期間

12/12～5/6
営業時間

9：00～16：00（最終受付）

料金（お一人様・税込）

12/12 ～ 1/1          1.800円

1/2     ～ 2/28       1.500 円

3/1     ～ 3/31       1.200 円

4/1     ～ 4/30 900円

5/1     ～ 5/6            700円

お問合せ いいいちご

tel.055-948-1115

NR Timesをご覧の皆さん、いつも私の（ためになる?）無駄知識にお付き合いくださいまして、

ありがとうございます。日頃のご厚意に感謝しまして今回はいつもどおりのどうでもいい無駄知

識をスペシャルにてお届けします。しばしお付き合いください。

ーアイスの話ー

アイスは主に4種類に分類されるの知ってました？

アイスクリーム類とは、乳及び乳製品を主原料として凍結させたもので乳固形分を3.0%以上含

んだもののことで、さらにアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスに分類されます。また

アイスクリーム類に含まれないもの（乳固形分3.0％未満）を氷菓と呼びます。ですからアイス

の種類の違いは含まれる乳固形分と乳脂肪分だったのです。

乳固形分と乳脂肪分の規定量は、多い順にアイスクリーム＞アイスミルク＞ラクトアイス＞氷菓

となっており、基本的にはこれらがより多く含まれいるほど、風味がよく栄養的にも優れている

高級なアイスと考えて良いでしょう。

ちなみに、アイスには賞味期限がないんです。知ってました？

これは、アイスクリーム類は、冷凍保存されるという大前提があり、マイナス18度以下の保存

では細菌が増える心配がなく、一般的な冷凍食品と比べて原料が単純で品質変化が少ないと思わ

れるのが理由のようです。

以上、今月は無駄知識をスペシャルバージョンでお届けしました。スペシャルと言っても、ただ

長いだけのような気がしますけど・・・。本当にどうでもいい事でしたね。しかしながら、私の

ような大のアイス好きにとってはとても重要なことなのです。皆さん今度アイスを食べる時はぜ

ひ気にしてみてください。最後までお付き合い頂きありがとうございました。これからも「人の

ため」になる無駄知識をご紹介していきますので末長くお付き合いください。

http://www.izu.co.jp/~emaitigo

期間中ご入園の方は

菜の花摘み取り無料

（食用）

ホームページ内にインターネット特別割引券を

ご用意してありますので、ご活用ください。

期間中、本紙をご持参の上ご入園され

た方にもれなく、なっなっなんと

江間いちご狩り組合特製

手造りいちごミニジャム一つ
プレゼントしちゃいます。

インターネット特別割引券と合わせて

2度お得。今がチャンス！今期は江間

いちご狩りに行くしかない！

ご来園お待ちしております。

本紙をお忘れなく。

NR Times
ミニジャムクーポン

江間いちご狩り組合

必ずお力になります。

NRにお任せ下さい！

良く締る！原材料100%当社の生コンで安心の品質。

コストダウンも間違いなし！当社10tダンプでの配達も

おこないます。ぜひ一度お試しください。
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