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劣化しないコンクリート。
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浸水前

浸水開始

現場のこんなことでお困りではありませんか？

Q.狭隘部での工事だから重機が入らず埋め戻し

自体むずかし ! どうしよう？

Q.境界ギリギリで狭い場所を埋め戻す場合、締め固め

が甘く沈下で構造物が下がる! 何とかならない？

A.そんな悩みにも対応できます。たとえ2cmの隙間でも

LSSは入り込み、空洞全体に行きわたり地山にきちん

となじみます。固まった後は比重１．５～１．５５程

度の土で、スコップでの掘削も可能です。

Q.在来の埋め戻しは時間と手間がかかり、

工期に間に合いそうもない！どうにかならない？

A.NRにお任せください。

LSSなら水のよう

（フロー値：250以上）に流れ込み、

「あっ」という間に埋め戻し完了♪
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NRが提案するコンクリート技術は、MCシリーズを使って実現する

「劣化しないコンクリート」。上の写真をご覧ください。この写真は

MCタイト/ファインを塗布したコンクリートピースを半分に切って水

に濡らしたものです。MCタイト/ファインがコンクリート表面から含

侵し、表層部の組織を改質し、約5mm程の遮水層を形成しているのが

解かります。これによりコンクリート表面から水の進入を防ぎ、構造

物の劣化を防ぎます MCタイト/フ インの最大の特長は表面含侵材

浸水中

取り出し

浸水前は、全面乾燥

してます。
いよいよ浸水開始！

おやおや何やら見え

てきました。

流動化処理土の使用マニュアル（今度の新製品“LSS”ってなに？）

自体むずかしい! どうしよう？

A.例え重機が入らなくてもご安心ください。

LSSはポンプなどでダイレクトに送り込むこと

ができます。省スペースでとってもエコ。

伸和建設 様

おめでとうございます＆

物の劣化を防ぎます。MCタイト/ファインの最大の特長は表面含侵材

であることです。表面被覆材のように長年の風雨にさらされて劣化し

てしまったなんてことはありません。NRは「劣化しないコンクリー

ト」をご提案いたします。

完全に浸水中。部材

の回りに遮水層が形

成されているのが解か

ります。

取り出してみると、外

側は遮水しているのが

良く解かります。

新技術情報提供システム（NETIS【ネティス】）とは

国土交通省は、新技術の活用のため、新技術に関わる情報の

共有及び提供を目的として、新技術情報提供システム（New 

Technology Information System:NETIS）を整備しました。NETIS

は、国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用

Q.エアモルタルなどで充てんするとコストが高いし、次に掘り返

す時にはカチカチでコンクリートガラもでるしとっても面倒だ!

A.硬化したLSSはまるでよく締め固められた土のよう。当然重機な

んかで簡単に掘り返せます（CBR値：10～16）。それはコンク

リートガラではなくて、土なんです。

Q.再生材を使用することで、工事にエ

コを取り込みたい! 

A.もちろんLSSはグリーン購買品に認定

されておりますし、国土交通省認定の

NETISにも登録されているエコ材料で

すのでぜひご活用ください。
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Q.在来埋め戻しの場合、締め固めが不十分なので舗装がすぐに傷んでしまう!

A.写真をご覧下さい。在来工法にくらべて

10年以上経過しているのにまったく

傷んでいないでしょ？

驚異の埋め戻し性能をぜひお試しください。

ＮＲ恒例、「生コン頼んでサッカー

チケット当てよう」も前半戦残りわ

ずかとなりました。まだご応募さ

れていない方は是非とも生コン&

チケットをご注文下さい。また、後

半戦の日程も解かり次第掲載いた

しますのでチェックしてみて下さ

い。ご応募お待ちしております。

おめ とうござ ます

ありがとうございま

建設発生土の再利用技術

されるデータベースシステムです。

その他「大規模な地中空洞の埋め戻しを考えている」「杭を抜いた後の充填

材料でなにかよいものない？」「電話一本ですぐ来る便利な埋め戻し材が

あったらいいのに」などなど、さまざまなご要望に生コン屋ならではの知恵

と工夫で、お客様の困った解消に一役買うこと間違いなし！

ぜ とも た ク と を今後ともご愛顧くださ ますよ

すのでぜひご活用ください。ま
し
た
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の
ア
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ひー君の無駄知識：
発行：長岡生コン編集部 tel.055-947-0049 毎月月末発行

編集長　池上　信 fax.055-947-0052 発行部数：1600部
そういえば、「ＮＲ］って何の略？って思ったことはありませんか？ＮＲとは、Nagaoka  Ready mixed concｒete　の略なのです。　Ready mixedとは、練り混ぜられた、という意味らしいです。今調べました。

ぜひとも人のためのコンクリートNRとLSSを今後ともご愛顧くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます♪ LSS長岡プラント 完成！
ぞ



あなたの町の生コン屋さん　　㈲長岡生コンクリート

裏ブルーベリーシーズン到来！ブルーベリー狩りへGO!

  

 

●ロープウェイ料金

大人 小人

2010年7月1日より、伊豆の国市内にある「かつらぎ山パノラマパーク」が「伊
豆の国パノラマパーク」としてリニューアルオープンいたします。今回のリ
ニューアルでの目玉は、「伊豆旬彩バイキング」という名称で伊豆・静岡の新鮮
な食材を使った地元特産品を中心とした味わいを楽しむことができるバイキング
レストランの新装オープンです。500席の座席数を設けた会場では静岡おでんや
富士宮焼そば、三島コロッケなどなど、ご当地グルメも数多く取り揃え、ご家族
そろって楽しんで頂けます。また、伊豆の名産品・特産品を取り扱うショップ
「伊豆の旬彩市場」もリニューアルし、伊豆のローカルマーケットとして伊豆各
地の特産品や海産物、果物などバラエティーに富んだ商品を取り揃えたショップ
に生まれ変わりました。その他「空中公園」もリニューアルされ、幸せの鐘など

今年もいよいよブルーベリーシーズンが到来しました。伊豆の国
はフルーツ王国。イチゴと並ぶ特産品のひとつ、ベリーを味わ
い・・・・ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ、私編集長、おざわ農園様へ取材にいってま
いりました。旬のフルーツ、アダルトな甘酸っぱさが私にはたま
らないものでありました。
愚か者な私めは、ベリー園といえばブルーベリーという安直な考
えをぶら下げて生きて参りました。しかし今回の取材で私めの愚
かな思考は完全に破壊されたのであります。
おざわさん家のベリー園では代表的なブルーベリーに始まり、ラ
ズベリー、ブラックベリー、木苺等々、70種類もの様々なベ

ブラックベリー ラズベリー ブルーベリー ブルーベリーと編集長

おざわさん家
tel055-948-1205 fax055-948-0880

入園料：中学生以上1,000円

3歳～小学生&80歳以上800円

（ラズベリー狩り・木苺狩り共）

営業時間：平日9:00～16:00

土日祝8:30～17:00 (時間制限40分）

渡辺さん家
tel/fax055-948-3459

入園料：3歳以上1,000円 （持ち帰りお土産付）

営業時間：9:00～16:00 (時間制限30分)

大富さん家 大人 小人

片道 620円 310円

往復 1,220円 610円

の新設や、絶景富士見の足湯の増設など、360度の大パノラマと春夏秋冬の自然
を思いっきり満喫できます。県外の皆様はもちろんのこと、地元の皆様もぜひ伊
豆の国パノラマパークにお越しください。お待ちしております。

バイキング料金
ご利用時間60分

大 人：1,890円

こども：1,050円

幼 児：420円

営業時間

伊豆の国市民割引

伊豆の国市民の方を対象にしたロープウェイのご優待料金です。
期 間：平成22年6月1日~平成22年12月31日
料 金：大人往復800円 子供往復400円
利用方法：伊豆の国市民とわかる免許証や保険証をインフォメーショ
ンまでご持参ください。（一人の市民の方がいれば複数の方利用可）

夏休み特別企画

ロープウェイナイトクルージング期間限定運行！

ズベリ 、ブラックベリ 、木苺等々、70種類もの様々なベ
リーが鈴なり。ベリー園を華やかに彩っていたのであります。ま
さにシーズン真っ盛り。
おざわ農園様の近隣には、大富農園様、渡辺農園様が軒を連ね、
個性あふれる様々なベリー園が展開されています。
今度の休みはご家族、恋人同士、はたまたお一人でベリー園の甘
酸っぱい小悪魔たちを狩りに行ってみてはいかがでしょうか。
ぜったいおすすめ！

大富さん家
tel055-948-1133 fax055-948-0252

入園料：3歳以上1,600円（高級マンゴ-試食付）

営業時間：8:30～16：30(時間制限30分）

ブルーベリー効果
アントシアニンという青

い色素が目の疲労、視力

向上に効果があるとされ

ています。

また酸化防止効果による

若返り効能や、優れた殺

菌作用があります。
開園期間 6月上旬～8月中旬

（各園期間差あり）

スタッフブログ更新中！

アクセスお待ちしております
長岡生コン

ドライウェイ

ＭＣタイト・ファイン

ステンシルコンクリート

ＷＡ－２１

スコリア

ネコイラズ

２ｔ３ｔミキサー

ヒートブロック

エアーマジック

カラー骨材

色合わせ

ツイデ便

NR-MIX 今月のPICK UP!

伊豆名産の本生わさびをすりおろ

し、ソフトクリームに乗せました。さっ

ぱりとした味わい、鼻につーんと抜

営業時間

ランチ11：00～15：00
（ディナーにつきましては

ご予約にてご相談に応じます。）

ロ プウ イナイトクル ジング期間限定運行！
期 間：8/1,8/3,8/4,8/13~15 計6日間 17:30～21:10  
料 金：日中同様、大人1,220円 子供610円
イベント：空中公園、みはらし茶屋にてビアガーデン同時開催
グランドオープン記念・伊豆の旬彩ディナーバイキング
期 間：7/17金～8/22日
時 間：17:00~21:10（最終受付20:00）
料 金：大人2,480円、子供1,380円、幼児550 円（ご利用時間120分）
イベント：浴衣姿で10%割引キャンペーン開催

お問合せ

〒410-2211

静岡県伊豆の国市長岡260-1

今月はツイデ便をピックアップ。NRでは全車両に「竹ぼうき・一輪車用空気入れ・カ

ラーコーン・カラーバー・ブルーシート・排気対策キット・スペーサーブロック」等の

便利アイテムを搭載しております。その他にも「購買代理」も行います。「ツイデに

持って来てくれたらな～・・・」そんな時は、なんなりとお申し付けください。

E-mail nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp
URL http://www.nr-mix.co.jp/

㈲長岡生コンクリート
長岡・さくら工場

　　　　〒410-2211
　　　　伊豆の国市長岡781

代表055-947-0049 試験室055－047-0051 FAX055-947-0052
出荷055－947-6222 NR Mix055-947-0050 出荷携帯090-1792－9964

アクセスお待ちしております。

当社では、HPでのクレーム受付も行っておりま

す。

ホームページ

好評更新中！

ける清々しさをご賞味ください。 tel055-948-1525

www.panoramapark.co.jp


