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※上記以外にも、様々な対応が可能でありますので、お気軽にお問合せください。

【軽量盛土】Ｈ鋼支柱タイプ
現場で硬質ウレタン樹脂を発泡させ軽量盛土体を
構築する軽量盛土工法で山岳道路の拡幅工事で
多く活用されている工法。
[Ｈ鋼支柱タイプ]は、地山（現道）の掘削が不要なため、
現道を解放したままで拡幅工事が可能で、軽量盛土
材料も最小限で済むため低コストな工事が可能。
※壁面緑化や木目模様等様々な仕様が可能です。

商品名：Ｒ-ＰＵＲ工法NETIS登録：QS-990001-V

【軽量盛土】フレ－ムタイプ
現場で硬質ウレタン樹脂を発泡させ軽量盛土体を
構築する軽量盛土工法で山岳道路の拡幅工事で多く
活用されている工法。
[フレ－ムタイプ]は、杭・アンカ－等が不要なため、
経済的で施工工期の短縮が可能。

※壁面緑化や木目模様等様々な仕様が可能です。

商品名：Ｒ-ＰＵＲ工法NETIS登録：QS-990001-V

【維持補修】橋梁下部充填
老朽化した橋梁（上部工）の下部空洞部に、超軽量
ウレタンを充填し橋梁崩落を防ぐ。
・施工プラントが自走でき移動が容易。
・増加荷重が最小限。
・上部工の複雑な形状も100％充填可能。
・断熱効果により路面の凍結抑制が可能。

商品名：フォームライトNETIS登録：QS-990001-V

【維持補修】ポンツ－ン補修
経年劣化により老朽化したポンツ－ン（浮桟橋）内部に、
超軽量ウレタンを充填しポンツ－ンを延命化する。
・海に浮いた状態で施工可能。
・軽量なためフロ－ト効果を損なわない。
・重油、ガソリン等に侵されない
・複雑な形状でも100％充填可能。

商品名：フォームライトNETIS登録：CBK-100002

【維持補修】法面充填
液状化や雨水等の影響で、構造物背面が洗掘された
場所に、超軽量ウレタンを充填し構造物の崩落を防ぐ。
・構造物を撤去せず補修が可能。
・注入孔からの充填が可能。
・工事車両が進入できない所でも施工可能。
・狭小部でも100％充填可能。
・構造物に与える影響が最小限。

商品名：フォームライトNETIS登録：QS-990001-V

フォームライト

単管パイプ

フォームライト

日々の生活に加え、地震等の災害発生時も「省エネ」「環境」「安全」「高耐久・長寿命」に配慮した商品で、皆様に  安心なくらし”を
ご提供します。企画・設計・工事・メンテナンスまでサポ－ト。高度化・多様化する、ユ－ザ－ニ－ズに幅広く対応可能です。
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【維持補修】橋梁下部充填
老朽化した橋梁（上部工）の下部空洞部に、超軽量
ウレタンを充填し橋梁崩落を防ぐ。
・施工プラントが自走でき移動が容易。
・増加荷重が最小限。
・上部工の複雑な形状も100％充填可能。
・断熱効果により路面の凍結抑制が可能。
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経年劣化により老朽化したポンツ－ン（浮桟橋）内部に、
超軽量ウレタンを充填しポンツ－ンを延命化する。
・海に浮いた状態で施工可能。
・軽量なためフロ－ト効果を損なわない。
・重油、ガソリン等に侵されない
・複雑な形状でも100％充填可能。
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液状化や雨水等の影響で、構造物背面が洗掘された
場所に、超軽量ウレタンを充填し構造物の崩落を防ぐ。
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ご提供します。企画・設計・工事・メンテナンスまでサポ－ト。高度化・多様化する、ユ－ザ－ニ－ズに幅広く対応可能です。

”

フォームライト

通路（既設）
暗渠（既設）

床スラブ（既設）

フォームライト

フォームライト

フォームライト

フォームライト

洞門

橋梁（既設）

埋設管（新規）

嵩上高

既設高

土 木

※上記以外にも、様々な用途実績がございますので、お気軽にお問合せください。

【維持補修】空洞部充填
不要になったカルバ－ト（道路・水路）や地盤沈下等
の影響で床スラブ下の空洞部に、超軽量ウレタンを
充填し構造物の崩落を防ぐ。
・工事車両が進入できない所でも施工可能。
・作業員が進入できない所でも施工可能。
・支持地盤に与える影響が最小限。
・隙間なく100％充填可能。

商品名：フォームライトNETIS登録：QS-990001-V

【維持補修】緩衝材（シェッド）
落石、土砂崩れ、雪崩による衝撃力の緩衝を目的と
して洞門上部に、超軽量ウレタンを盛土し構造物
（洞門）の崩壊を防ぐ。
・工事車両が進入できない所でも施工可能。
・強風の中でのクレ－ン作業が不要。
・構造物に与える影響が最小限。
・自由形状の成形が可能。

商品名：フォ－ムライトNETIS登録：QS-990001-V

【維持補修】橋梁路面嵩上
橋梁路面（歩道・車道）に、超軽量ウレタンを吹き付
け路面の嵩上げや新設管渠を埋設する。
・施工プラントが自走でき移動が容易。
・橋梁への荷重負担が最小限。
・車道部の嵩上も可能（高強度品使用）。
・油成分にも侵されない。

商品名：フォ－ムライトNETIS登録：QS-990001-V

【維持補修】プラットホ－ム嵩上
車両規格の変更に伴いプラットホ－ムの嵩上げが
必要になった場所に、超軽量ウレタンにて嵩上げを
行う。
・施工工期が短縮可能。
・構造物に与える影響が最小限。
・自由形状の成形が可能。
・工事車両が進入できない所でも施工可能。

商品名：フォームライトNETIS登録：QS-990001-V

【インフラ】凍結防止用複合管
優れた断熱性能を有し、寒冷地における上下水道
（露出配管）等用途において、凍結防止対策が可能
で、材料は軽量で取り扱いが容易
【アイポリガ－ドＰ】
・呼び径　50～250mm（直管）
【アイポリガ－ドＳ】
・呼び径　50～150mm（直管）

商品名：アイポリガ－ド

海
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※上記以外にも、様々な用途実績がございますので、お気軽にお問合せください。

【インフラ】ポリエチレン配管
世界最高水準のポリエチレン材料を、ISO4427規格
に基づく外径25～500を品揃え、水道用途をはじ
め多目的配管としてして利用でき、
埋設・屋外露出配管等幅広い用途
での使用が可能。
・呼び径　20～450mm（直管）
・呼び径　20～75mm（コイル巻）
・SDR11/13.6/17/21（肉厚）

1 上水道、簡易水道
 　（導水、送水、給水管）
2 工業用水、農業用水
3 下水道、汚泥、汚水、排水、中水
4 海水取水管、放流管、橋梁添架配管
5 工場配管、冷却水配管、圧縮空気
6 再生可能エネルギ－事業

商品名：ブロ－ドパイプ

【インフラ】湯送管
様々な用途（温泉引湯、湯送、融雪用給湯、暖房用給湯、
工場・ごみ焼却設備の廃熱源送管）に使用可能。

【ホットペックス】
・呼び径　25～140mm（長尺品）
【温泉パイプ】
・呼び径　20～100mm（長尺品）

商品名：ホットペックス／温泉パイプ

●小水力発電事業

■■ 再生可能エネルギ－事業 

長期耐久性に優れている、ブロ－ドパイプを小水力
発電で使用する導水路の配管材として利用する。

小水力発電とは？　河川の水を貯める
ことなく、川の高低差と流量をそのまま
利用して発電する方式が主流。

商品名：ブロ－ドパイプ

●地域冷暖房事業
長期耐久性に優れている、ホットペックスを冷水・
温水・蒸気を送る導管材として利用する。

地域冷暖房とは？　熱発生所から
複数の建物等に、導管で結んで冷房・
暖房・製造などに使用する冷水・温水・
蒸気を送るシステム。
・呼び径　25～140mm（長尺品）

商品名：ホットペックス

●地中熱交換パイプ
地中熱を利用した空調、融雪システムへの導入により、
省エネルギ－、CO2排出量の削減に大きく貢献。
・Ｕポリパイ（垂直埋設用）呼び径　20～30mm
・Ｕポリパイ（水平埋設用）呼び径　20～25mm
・横引き管　呼び径　20～100mm

商品名：Ｕ-ポリパイ
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【インフラ】ポリエチレン配管
世界最高水準のポリエチレン材料を、ISO4427規格
に基づく外径25～500を品揃え、水道用途をはじ
め多目的配管としてして利用でき、
埋設・屋外露出配管等幅広い用途
での使用が可能。
・呼び径　20～450mm（直管）
・呼び径　20～75mm（コイル巻）
・SDR11/13.6/17/21（肉厚）

1 上水道、簡易水道
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【インフラ】湯送管
様々な用途（温泉引湯、湯送、融雪用給湯、暖房用給湯、
工場・ごみ焼却設備の廃熱源送管）に使用可能。

【ホットペックス】
・呼び径　25～140mm（長尺品）
【温泉パイプ】
・呼び径　20～100mm（長尺品）

商品名：ホットペックス／温泉パイプ

●小水力発電事業

■■ 再生可能エネルギ－事業 

長期耐久性に優れている、ブロ－ドパイプを小水力
発電で使用する導水路の配管材として利用する。

小水力発電とは？　河川の水を貯める
ことなく、川の高低差と流量をそのまま
利用して発電する方式が主流。

商品名：ブロ－ドパイプ

●地域冷暖房事業
長期耐久性に優れている、ホットペックスを冷水・
温水・蒸気を送る導管材として利用する。

地域冷暖房とは？　熱発生所から
複数の建物等に、導管で結んで冷房・
暖房・製造などに使用する冷水・温水・
蒸気を送るシステム。
・呼び径　25～140mm（長尺品）

商品名：ホットペックス

●地中熱交換パイプ
地中熱を利用した空調、融雪システムへの導入により、
省エネルギ－、CO2排出量の削減に大きく貢献。
・Ｕポリパイ（垂直埋設用）呼び径　20～30mm
・Ｕポリパイ（水平埋設用）呼び径　20～25mm
・横引き管　呼び径　20～100mm

商品名：Ｕ-ポリパイ

建 築
【建築設備】一般建築

●戸建／集合住宅
　住宅に求められている「省エネ」「環境」「高耐久・長寿命」を実現した商品ラインアップで皆様に”快適なくらし”をご提供します。
●工場／ビル・オフィス
　様々なビジネス環境に「省エネ」「環境」「高耐久・長寿命」を提供する商品で、皆様の”ビジネスライフ”を支えています。

一般の工場や事務所の建築・保全から個人住宅の
設計・施工、リフォ－ムまで幅広い対応が可能。

「耐震診断と補強設計・工事」や「解体工事」まで
専門の技術者がト－タルサポ－ト。

商品名：一級建築士事務所

商品名：スウィムライト

【建築設備】設備保全 生産効率・機能性を重視した工場、オフィス、醸造・
飲料水用プラント等、あらゆる施設のプランニング・
建設から保守・保全までト－タルサポ－ト。
働く人々の安全や利便性を向上させる空間づくりを
サポ－ト。

【建築設備】建材工事
イソシアヌレ－トボ－ド「スウィムライトボ－ド」を
使用した、屋内プ－ル専用の天井工事一式をサポ
－ト。非常に軽量な素材であるため、耐震対策
としても有効。

商品名：T-TUBE【建築設備】クリ－ンル－ム配管断熱
クリーンルームのステンレス配管用に開発された
PVDF(ポリフッ化ビニリデン）を独立気泡状に発
泡成形させた、これまでにないハイパフォーマンス

（難燃材無添加・FM難燃規格認定・優れた耐候性、
耐薬品性）の配管保温材。

商品名：ＮＰシリ－ズ【ＯＡフロア－】置敷式
軽量、簡単施工の樹脂製置敷タイプ
・NP-40　　250×250×40mm
・NP-50A　 250×250×50mm
・NP-75　　250×250×75mm
・NP-93　　250×250×93mm

支柱調整式　：　NeoFOSPA
溝構法　　　：　MAX40 / PIT50

・内径　9.5～76.2mm（L=889mm）

その他製品

※上記以外にも、様々な対応が可能でありますので、お気軽にお問合せください。



土 木 軽量盛土

【名古屋本社】

【東京本部】

Ｈ鋼支柱タイプ
（Ｒ-ＰＵＲ工法）

フレ－ムタイプ
（Ｒ-ＰＵＲ工法）

緑化タイプ
（Ｒ-ＰＵＲ工法）

置敷式
（ＮＰシリ－ズ）

支柱調整式
（NeoFOSPA）

溝構法
（MAX40、PIT50）

凍結防止用複合管
（アイポリガ－ド）

ポリエチレン配管
（ブロ－ドパイプ）

湯送管
（ホットペックス）

橋梁下部充填
（フォームライト）

ポンツ－ン補修
（フォームライト）

法面充填
（フォームライト）

空洞部充填
（フォームライト）

緩衝材（シェッド）
（フォームライト）

橋梁路面嵩上
（フォームライト）

プラットホ－ム嵩上
（フォームライト）

腐食対策・凍上抑制
隧道表面保護

小水力発電事業
（ブロ－ドパイプ）

地域冷暖房事業
（ホットペックス）

地中熱交換パイプ
（Ｕ-ポリパイ）

太陽光パネル
（各種メ－カ－）

一般建築
（一級建築士事務所） 設備保全 建材工事

（スウィムライト）
クリーンルーム
配管断熱

（Ｔ-ＴＵＢＥ）
建 築 建築設備

OAフロアー

維持補修

インフラ

「快適な空間づくり」をトータルサポ－ト

主要製品一覧

連  絡  先

産業空間から生活空間まで、人が快適に過ごせるスペ－スづくりを目指し、
企画・設計・工事・メンテナンスまでト－タルにお客様をサポ－ト。
高度化・多様化する、様々なユ－ザ－ニ－ズに幅広くお応えしております。

« 再生可能エネルギ－事業 »

http://www.inoac.co.jp/juukan

〒456-0062
名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号（イノアック日比野ビル2F）
TEL ( 052 ) 684 - 0280　FAX ( 052 ) 682 - 6906

〒141-0032
東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4F）
TEL ( 03 ) 6679 - 2391　FAX ( 03 ) 6679 - 2394


