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マーボーの豆知識：

クリスマスは英語で「Christmas」ですが「Xmas」とも書かれます。なぜ「X」なのか知ってます？　実は英字の「X(エックス)」ではなく、ギリシャ語の文字「Χ(カイ)」なのです。新約聖書はギリシャ語で書かれており、キリストを「ΧΡΙΣΤΟΣ」と綴ります。のちに最初の文字だけでもキリストを意味するように
なり「Χmas」の表記に流用されました。「X'mas」と綴るのは誤りなんです。
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国内6本＆海外2本 計8本のプレゼン大会に約200人が来場！ 

提案できる生コン屋へ！第1回 GNN 技術発表会開催！ 

全国の生コン屋の有志で組織する「元気な生コンネットワーク GNN 」では11月9日、東京都港区

のグランパークプラザにて、「第5回GNN勉強会・第1回GNN技術発表会」を開催いたしました。 

今回の技術発表会は、従来のGNN会員を対象とした勉強会とは違い、ユーザーであるゼネコンほか

関連業界に、技術提案という形で、GNN会員の各種取り組みを幅広く発信する内容となりました。 

 

 

 

第1回 GNN 技術発表会プレゼン内容 
 

●竹中工務店・寝屋川コンクリート （大阪府） 

 暑中における高強度コンクリートの受入れ時温度とＳ値の関係について  

●ACRAC （再生骨材普及協議会） 

 再生生コンのJISが、制定されたのに、何故に普及しないのか？ 

● IBB Rheology社 （カナダ） 

    IBB Probeシステムについて 

●三和石産 (神奈川県） 

    人に優しい生コン！生コン工場から低炭素社会への貢献 

    商品紹介：サスティナブルセメント・Dachs５他 

●福井宇部生コンクリート （福井県） 

  フライアッシュを活用した環境配慮型ひび割れ低減コンクリート 

    「福井宇部FBコン」の研究開発とその実用化 

●長岡生コンクリート （静岡県）  

 IWAシステムの開発 

●金子コンクリート・依田儀一商店 （神奈川県） 

     リサイクル材料から生まれる新しいコンクリート｢ネオミックス｣ 

    ゼネコン・商社・生コン工場すべてが｢WIN｣になるご提案 

●MAPEI  （イタリア） 

 最新コンクリート用混和剤について 
 

当日は、国内6本、そして海外から2本の技術発表が行われ、

会場には全国から生コン屋をはじめ、ゼネコン関係、関連業

界の方々約200人が集まりました。 

各プレゼンともレベルの高い内容となり、来場者からは活発な

質問も飛び交い、国内そして世界で進む新しい技術への関

心の高さが見受けられました。 

 

GNNでは、今後も提案できる 

生コン屋として、残コン・戻りコン 

問題や、新しい需要開拓などの 

課題を参加企業で共有し、 

それぞれが抱える様々な 

問題を解決するべく、元気で 

パワーあふれる生コン業界を 

目指し活動していきます。 

 

 

 

会場を埋め尽くす来場者。 活発な質問も！ 
海外からのプレゼンにも注目 

技術発表会プレゼン カナダ発 IBB Rheology社 

世界最先端技術 日本初上陸！ 

って ? 
私達の製品は、半径１．５時間（ＪＩＳ）の中にあり、この中で「自社に

とって有益なモノ」を手に入れることはとても困難です。 

そこで、誕生したのが有志による生コンメーカー（生コン屋さん）の

ネットワーク組織、元気生コンネットワーク（略称ＧＮＮ）です。 

地域・組合の枠を超えた、まったく新しい取り組みに挑戦しながら、

生コン屋さんとしてのステップアップを目指し、様々な活動を展開し

ていきます。 

 目指せ！地域ナンバー１企業！ 

「コンクリートに関することは○○生コンに聞けば大丈夫。」という

信頼関係を顧客と構築するために、会員にＧＮＮが保有する新

技術などの支援を行います。 

お問合せは：元気な生コンネットワーク事務局  

055－947－0049 ㈲長岡生コンクリート 池上まで  

今回の技術発表会で海外企業2本のプレゼンの一つ、カナダ IBB Rheology

社の「IBB Probeシステム」が注目されました。 

このシステムは、アジテータートラック（ミキサー車）のドラム内に特殊プローブ

（探針）を装着し、生コンクリート積込み後のスランプ、容積、温度等を、リアル

タイムで測定する世界最先端の技術です。 

また、GPSとの連動で位置情報と共に測定内容を把握できるというもので、こ

れまで日本にはなかった夢のような世界最先端技術でした。 

世界的な技術が、日本で初めて紹介された記念すべきプレゼンとなり、 

来場者からも活発な質問が飛び交い、積極的な情報収集が行われました。 

同システムはH25．1月に実験導入の予定です。 

 

IBB Rheology社 Denis Beaupre氏 プレゼンの様子 

流動化処理土 

営業担当  渡辺正貢 
お問合せはお気軽にどうぞ 

090-3587-1825 

流動化処理工法

NETIS登録番号 

 KT-990318-A 

グリーン購買品 

流動化処理土（LLS)営業担当  

どろ男 の 日記

LSS（流動化処理土）って？ 
建設現場などから発生する建設発生土

を使用して作られる充填材で、高い流

動性を持ち、締め固めも転圧も必要と

せず、1日～2日で締め固められた土の

ように固くなる、充填性が良く遮水性の

高い沈下しにくい材料です。 

夢のようなシステム 車両へ装着 GPSと連動でリアルタイム管理 

皆さん！ 久しぶりの登場となりました。わたくし、流動化処理土（LSS）営業担当、どろ男こと渡辺まさつ

ぐと申します。 日々どろのことばかり考えているので、どろ男と呼ばれるようになりました。 

ドロドロ日記では、流動化処理土の施工報告を兼ね、まさつぐが様々な用途ご紹介していきます。 

さて、久しぶりの登場と言いましたが、わたくし遊んでいた訳ではございません。 

先日も、熱海市内にて石積み裏の空洞充填に流動化処理土（LSS）を充填してきました。 

 

 

 

おとこ 

この現場は、㈱野村商店 熱海営業所 佐藤様よりご依頼を頂き、 

古い石積みの裏が長い年月の間に空洞となり、石積み全体がズレを

生じひび割れを起こしてしまったというものでした。 

地主さんから「崩れてしまいそうで心配なので、ひび割れと空洞を何

かで埋めてほしい」との相談を受け、どろ男まさつぐの登場となりまし

た。まずひび割れの表面をモルタルで埋め、石積み中段と天端にLSS

の注入口を設けました。充填は中段の注入口から行い、いっぱいに

なったことを確認し最後に天端より注入し完了です。 

今回は、グラウトポンプにてLSSを送り充填を行いました。 

当初は、モルタルでの注入案もありましたが、石積みにかかる重量

や、何より金額をのことを考え、流動性・重量・金額の面でLSSの

施工となったのです。 

その後、地主さんからは「安心した日々が過ごせます」と感謝のお

言葉を頂いたようです。 

皆さんの 「困った」 をどろ男まさつぐが解消いたします！ 

まずは、ご相談ください。 

石積みの中段から注入 

グラウトポンプで圧送 



　

  

 

URL http://www.nr-mix.co.jp/出荷055－947-6222 NR Mix055-947-0050 出荷携帯090-1792－9964
E-mail nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

あなたのまちの生コン屋さん　㈲長岡生コンクリート

㈲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055－947-0051 FAX055-947-0052

「三ません」　はイケません！　「知りません！解かりません！　出来ません！」   

大人気!! 反射炉ビヤガー電車 クリスマスバージョンで運行!! 

～電車の中から ～ 
冬もあつーくやっちゃいます!! 

伊豆箱根鉄道株式会社では、１２月２１日（金）、２２日（土）、駿豆線

の三島～修善寺間で、夏に恒例のビール電車のクリスマスバージョン

『２０１２クリスマス反射炉ビヤガー電車』を初めて運行いたします。 

  

このビヤガー電車は、伊豆の国市の韮山反射炉入口で、地ビール製

造、網焼きレストラン、お茶の製造直売をしている株式会社蔵屋鳴沢

との協働運行で、同社敷地から湧き出る良質の水を使ったおいしい地

ビール「反射炉ビヤ」の４種がなっなっなんと「飲み放題」。 

その他、焼酎、ソフトドリンクが飲み放題、おつまみセットがお一人につ

き１セットつきます。 

  

走る電車の中から沿線にクリスマスを届けられるよう、参加されるお客

さまのトナカイやサンタなどでのコスプレもＯＫです。（もちろん普通の

服装もＯＫ！） 

スタッフもサンタ帽を被りますので、ご参加されるお客さまもよろしかっ

たら楽しい仮装でお越しください。 

ご予約お待ちしてます ! 

 

 

期   日  ・・・・・２０１２年１２月２１日（金）・２２日（土） 

料   金  ・・・・・ ３，５００円 （税込・運賃飲食代含） 

           ※反射炉ビヤ４種類と焼酎・ソフトドリンク飲み放題。 

           ※お１人さまひとつずつおつまみセット。 

           ※電車内で追加のおつまみも販売します。 

           ※飲食の持ち込みはできません。但し、伊豆長岡駅・修善寺駅売店での  

              購入物は持ち込み可能。 

発売方法 ・・・・・お電話での事前ご予約制（先着順）になります。 

            ご予約時に、お名前・連絡先・乗車日・乗車駅・・参加人数をお答えください。          

募集定員 ・・・・・ 各日先着１１０名さま 

乗 車  駅 ・・・・・三島駅または、三島田町駅（三島～修善寺間一往復の行程となります） 

            ※三島駅発１８：３０、三島田町駅発１８：４５ 

                                   （出発時刻の１５前までにおこしください。） 

            ※他の駅からはご乗車できません。 

                 降車は、復路の途中駅（伊豆長岡駅・大場駅・三島田町駅）で可能です。  

そ の 他・・・・・限定ビールが当る抽選会などを実施します。 

              クリスマスなので、着ぐるみ（仮装）参加ＯＫ！もちろん普通の服装もＯＫ！ 
 

 

ご予約・お問合せ先 

伊豆箱根鉄道㈱鉄道部運輸課  

℡055-977-1207 （土休日を除く9:30～16:30） 

  

大人気!! 夏のビヤガー電車！こんな感じで大盛り上がり!! 

太郎左衛門 （ペールエール） 
韮山反射炉の築造者、江川太郎左衛門の名前を頂いたおすすめのビール。 

まろやかさ、飲みやすさが特徴のスタンダードなペールエールを蔵屋鳴沢風

に仕立てました。すべての方におすすめしたいビールです。 

 

大吟醸 政子 （酒イーストビール） ビヤフェス横浜2位商品 ! 

日本酒大吟醸用の酵母を使ったいままでにないタイプのビールです。 

大吟醸酵母によるフルーティーな香り、麦芽のコク、適度な甘み、スッキリした

後味が特徴です。 

 

頼朝 （ポーター） 
ローストされた数種類のモルトを配合して仕込み、黒ビールのほのかな甘みを

プラスしました。 

黒ビールをお好きな方でも、今までにないおいしさをお楽しみいただけます。 

 

地ビールはできたてをお飲みいただくことに意味があります。 

「反射炉ビヤ」がおいしい理由は、「水」と「技」。 
私共、蔵屋鳴沢は、この伊豆で明治〜大正期にかけて造り酒屋を営

んでおりました。酒造りに適したおいしい水ゆえの事です。今なお湧き

出る良質の水は、地ビールとして飲みやすい反射炉ビヤとなりました。 

今までにない繊細な味と深い味わい。このできたて地ビール「反射炉

ビヤ」を一人でも多くの方にとの想いを込めております。 
 

定番3種類のできたて地ビール！できたてだからウマイ！ 

12月から季節限定ビール ヴァイツェン登場！ 
小麦モルトのフルーティーな香り、ヴァイツェン酵母のさわやかな後味をお楽し

みいただけます。当店のヴァイツェンは 「飲みやすいのにしっかりした味」。 

●ヴァイツェン ： 原料麦芽の1/3～半分に小麦麦芽を使用し、ヴァイツェン

専用の酵母で発酵させます。小麦麦芽の影響で色が白濁し、バナナやクロー

ブを思わせるフルーツの香りが特徴で、南ドイツ発祥のビールです。 

 

代表 稲村 浩宣さん 

蔵屋鳴沢では、網焼きレストランで 

                            反射炉ビヤと生演奏が楽しめます。 

最大300席までOKの網焼きレス

トランでは、「無煙ロースター」で

ニオイを気にせず網焼きと反射

炉ビヤが楽しめます。観光のお

客様はもちろん、地元のお客様

のリピートも多いのは素材の良さ

と、地ビールのお陰です。 

「蔵屋鳴沢ライブ」 

蔵屋鳴沢の網焼レストランでは、定期的に地

元アーティスト招いた「蔵屋鳴沢ライブ」を開催

しています。お食事をしていただきながら、生の

演奏をお楽しみいただけます。 

音楽好きの方はもちろん、 

頑張っている地元アーティスト 

を応援したいと思って 

いらっる方にも、ぜひ 

ご来店いただければと 

お待ちいたしております。 

クリスマス特別 「蔵屋鳴沢ライブ」  

二部構成の特別ライブを開催します。 
・日時: 12月24日(月) 第一部：18:30～19:00 第二部：19:30～20:00 

・アーティスト: さくま ひろこ 

・ジャンル: シンガーソング＆ライター 

プロフィール: 静岡県在住。2004年6月より、ピアノ弾き語りライヴ活動を開始。

現在、さくまひろこさん自身がパーソナリティを務める「ひろこの音部屋」が全国

50局ネットにてオンエアー中です。 

 

さくまひろこ公式ブログ 

http://sakumahiroko.blog24.fc2.com/ 

全国50局ネット「ひろこの音部屋」  

http://livehiroko.blog77.fc2.com/ 

大吟醸政子と頼朝を 

ハーフ＆ハーフで混ぜると 

これまた絶妙な旨さに! 

一度お試しください。 
（韮山恋物語 ハーフ部門人気NO.1） 

11月に行われた 

平松よしひさライブ 

伊豆の国市宿泊補助券で 

お一人様2,000円割引いたします 
とってもお得な宿泊補助券です。皆さんこの機会をお見逃しなく。 
●伊豆の国市で先着7,000名様限定 2013年2月28日泊まで有効 

●1泊2食付宿泊時に大人のみご使用頂けます。 

●1枚に付き5名様までご利用頂けます。6名様以上でご利用になる場合は人数 

  に応じた枚数が必要になります。 

●宿泊補助券に関するお問い合せは、直接旅館にお問い合せ下さい。 

●宿泊補助券を使用する場合は、直接旅館への電話予約のみとなりますので 

  ご注意ください。又、お支払は現金のみのご精算となります。 

●年末年始は、除外日となる場合がございます。詳しくは、旅館にお問い合せください。 

 

宿泊補助券をご希望の方は、旅館又は旅館組合

へお問合せ下さい。ご予約での先着となりますので、

早めのご予約をお願いいたします。 

 

 

NRでも宿泊補助券をご用意しております。担当池上までお気軽にお問合せ下さい！ 

伊豆長岡温泉旅館協同組合 

TEL055－948－1666 （平日9：00～17：00） 

http://izuspa.com/ 

http://www.kuraya-narusawa.co.jp/ 

http://www.kuraya-narusawa.co.jp/

