アスベスト固化封じ込め処理 取扱会社一覧（順不同）
会社名
（株） アクティオ

〒
1010032
6600062
7295121

TEL
03-38621411
06-64300515
広島県庄原市東城町川東164-19 08477-3（株）エコボンド内
0188

（株） ウイズ ユー

1670021

東京都杉並区井草1-2-11 1-D

（株） エーアンドエーマテリアル

2300051
1000014

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 045-503- http://www.aa2-5-5
5760
material.co.jp
東京都千代田区永田町2-12-14 03-3507- http://www.abc7176
t.co.jp

1050004
7295121

東京都港区新橋5-23-10 片山ビ 03-3433- http://eco24.jp
レベル３含浸固化工法（CAS工法）／ストレートシリコーン エコベスト（含浸固化剤）
ル6F
8378
によるアスベストの無害化
広島県庄原市東城町川東164-19 08477-3- http://www.ecobond.c アスベスト除去工法（イーコン工法）
高分子ポリマー
0188
o.jp

5670034
5770054
1050003
1060047
7440073
1350042
9000012

大阪府茨木市中穂積3-5-25 2F

1680061
8400027
1570064
5950055

東京都杉並区大宮1-2-10

旭建工（株）
イーコン工法会

（株） エービーシー商会
（株） エコ・24
（株） エコボンド
エスケー化研（株）
（株）エスポワール
エヌエス環境（株）
NBC工法研究協議会
（株）オーシャンテック
（株） 小川テック
（株） 沖縄環境ソリューション
香椎工業（株）
（株） 環境アネトス
（株） キャルススタッフ
協立技研（株）
協和産業（株）
（株） コンステック
（株） 斉藤吉平商店
サガシキ印刷（株）
（株）サン・クリーン
（有） サンメアー
清水建設（株）
新和環境（株）
（株） ストリートデザイン
住友大阪セメント（株）

5400028
1060045
8490921
3460003
5580001
1058007
1690072
1060047
1028465

住所
東京都千代田区岩本町1-5-13
秀和第2岩本町ビル3F
兵庫県尼崎市浜田町1-29

大阪府東大阪市高井田元町2-85 川口永和ビル5階
東京都港区西新橋3-24-9
東京都港区南麻布2-5-21 イデ
ア南麻布ビル3F (株)ストリートデ
山口県下松市美里町3-24-11
東京都江東区木場6-4-13 タテノ
ビル
沖縄県那覇市泊3-16-3 サンライ
ト泊203

佐賀県佐賀市本庄町本庄575-5
東京都世田谷区給田1-14-16-2
大阪府泉大津市なぎさ町6-1 き
ららセンタービル7F

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
工法
http://www.aktio.co.jp アストリマー除去工法
http://www.aアスベスト除去工法（アサヒＲシステム）
ken.co.jp/index.html
http://www.ecobond.c アスベスト除去工法（イーコン工法）
o.jp

03-5303- http://www.withyou7. アスベスト封じ込め工法（ハイスペック工法）
5640
com
アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト除去工法（ＡＧＲシステム）
アスベスト封じ込め工法（ＡＧＲシステム）

072-6217733
06-67847200
03-54051241
03-54394158
0833-441511
03-56771267
098-9510822

http://www.sk-kaken.c シール剤／固化剤

03-33271144
0952-228851
03-33094271
0725-220515

http://www.kashiinet.com/index.html
http://www.kanetosu.com/

愛知県名古屋市北区丸新町２４３
番地
大阪府大阪市中央区常盤町2-314
東京都港区麻布十番1-5-11

http://www.espoir.co.j アスベスト除去工法（エスポワール工法）
p/index.html
http://www.nsNSクリーンシステム（除去工法）
kankyo.co.jp
http://www.n-b-c.jp NBC工法（アスベスト完全無害化工法）
http://www.oceanアスベスト除去工法（Ａ．Ｓ．Ａシステム）
tec.jp/index.html
http://www.ogawatec. ＡＣＣＳ−０５（除去・囲い込み工法）
co.jp
アスベスト封じ込め工法（ハイスペック工法）

処理剤
アストリマー（粉じん飛散抑制剤）

特徴
吹付けアスベスト除去処理工事に際し、アスベスト粉じんをおよそ10
本／L以下にする

高分子ポリマー

水と高分子（※ポリアクリルアミド）を混合した混相流を作り出し、高
圧ポンプにより圧力水をアスベストに噴霧して湿潤の上、切断と除去
を同時に行う。
あらたな粉じんを発生させないため周辺環境および作業者の安全性
が高く、また本来求められていた建築物の耐火性能を損なうこともな
い。

ハイアス−Ａ（飛散抑制剤）
ハイアス−Ｃ（固化剤）
ハイアス−Ｄ（封じ込め剤）
ＡＧシーラー（封じ込め剤）
ＡＲシーラー（飛散防止剤）

アスベスシール（粉じん固化剤）
アスベスダンプ（浸透湿潤剤）
飛散防止剤

コネクトシーラ

強力な粘着力で固化し、脆弱化して 飛散・風散しやすくなったアスベ
ストの飛散を防ぐ。

ハイアス−Ａ（飛散抑制剤）
ハイアス−Ｃ（固化剤）
ハイアス−Ｄ（封じ込め剤）

あらたな粉じんを発生させないため周辺環境および作業者の安全性
が高く、また本来求められていた建築物の耐火性能を損なうこともな
い。

ＮＤロック

アスベストの結晶自体を化学変化させ安全な物質に変える。

アスベスト除去工法（カシイ工法）
アスベスト封じ込めＮＤ工法

ビラトリートメント工法／アスベスト除去用浸透剤／アス ビラトリートメントＶ−００１（飛散抑制）
ベスト廃棄用固化剤／アスベスト封じ込め用浸透固化剤 ビラトリートメントＶ−００６（固化剤）
アスベスト除去工法（イーコン工法）
高分子ポリマー
http://www.kyowasangyo.com/
http://www.consasbestos.jp
http://www.d-ma.co.jp
http://www.sagashiki.
co.jp
http://www.sunc.com/index.html
http://www.h3.dion.ne
.jp/˜sunmer/
http://www.shimz.co.j
p/index.html

アスベスト除去工法（ベストクリン工法）、封じ込め工法
（ベストクリン工法）
コンステックAG-Jシステム（アスベスト除去工法）

ベストクリン700（固化剤）
ベストクリンG-2200K（封じ込め剤）
粉じん飛散抑制剤

アスベスト無害化薬品（DMA)

ＤＭＡ

アスベスト封じ込めＮＤ工法

ＮＤロック

東京都新宿区大久保2-21-12

http://www.shinwaeco.com/index.html
http://www.streetdesign.co.jp
http://www.soc.co.jp

アスベスト除去・封じ込め工法（Ｓ．Ｄ工法）

東京都港区南麻布2-5-21 イデ
ア南麻布ビル3F
東京都千代田区六番町6-28

アスベスト含有吹付け材をアスベスト粉じんの飛散防止を十分に配
慮し､かつ関連法令に則って安全に除去する技術｡

飛散抑制剤、飛散防止剤

052-9030018
06-47913100
03-54740494
佐賀県佐賀市高木瀬西6-3-2
0952-308585
埼玉県久喜市中央4丁目9番50号 0480-21第3三高ビル2階
0650
大阪府大阪市住吉区大領5-1-19 06-66920137
東京都港区芝浦1-2-3 シーバン 03-5441スＳ館
0474
03-32085047
03-54394158
03-52114750

既存の建築物に施工された吹付けアスベスト含有吹付け材をアスベ
スト粉じんの飛散防止を十分に配慮し、かつ、関連法令等に則って
安全に除去する技術。
構造物の性能を維持したままアスベストを含浸固化し無害化する工
法。
水と高分子（※ポリアクリルアミド）を混合した混相流を作り出し、高
圧ポンプにより圧力水をアスベストに噴霧して湿潤の上、切断と除去
を同時に行う。

水と高分子（※ポリアクリルアミド）を混合した混相流を作り出し、高
圧ポンプにより圧力水をアスベストに噴霧して湿潤の上、切断と除去
を同時に行う。
粉じん飛散抑制剤を吹き付けることにより、除去の際、アスベスト粉
じんが飛散することを防ぐ。
表面に塗布すると建材の中へと入り繊維内部へと浸透し、含有クリ
ソタイル・アスベストを破壊する。
アスベストの結晶自体を化学変化させ安全な物質に変える。

アスベスト除去工法（ＳＡＣシステム）
スーパープライマー工法

スーパープライマーTK-50
(飛散防止固化剤）
アステクターＳ（飛散抑制剤）

アスベストの飛散に対して応急措置や解体時に優れた効果のある
水性無機質塗料。
建物や煙突内に使用されたアスベストを除去する際、粉じんの飛散
を防止し、廃棄物の減容化、さらには高温溶融し路盤材等へのリサ
イクルまで行うことができる画期的な工法。

NBC工法（アスベスト完全無害化工法）

コネクトシーラ

アスベスト無害化薬品（DMA)

ＤＭＡ

強力な粘着力で固化し、脆弱化して 飛散・風散しやすくなったアスベ
ストの飛散を防ぐ。
表面に塗布すると建材の中へと入り繊維内部へと浸透し、含有クリ
ソタイル・アスベストを破壊する。

アスベスト除去工法（ＡＳＰ工法）
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アスベスト固化封じ込め処理 取扱会社一覧（順不同）
会社名
（株） ゼネラルエンジニアリング

〒
5320011

（株）ゼネラルトレーディング
セフティハウス販売（株）

7913163

第一資材（株）

3270004
2160015
7830084
1040061
1410031
4740025
1308528
1058555

宝 養生資材（株）
田中石灰工業（株）
（株）テクネット
東京トリムテック（株）
（有） 東洋ユニオン
ナイガイ（株）
ニチアス（株）

住所
大阪府大阪市淀川区西中島6-823 ビープラスビル
兵庫県神戸市東灘区向洋町中1
丁目10-101-2305
愛媛県伊予郡松前町徳丸35-1

TEL
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
06-63053390
06-65313727
089-9842511

栃木県佐野市赤坂町973-7

0283-212811
044-9760666
088-8652151
03-55657111
03-34923430
0562-484111
03-36356213
03-34389711
097-5216171
03-33937641
03-36627055
075-8647198
03-35624231
06-66337323
03-37401125
03-54578001
03-57652381
03-39988721
078-3334111
03-56952530
03-33995445

神奈川県川崎市宮前区菅生219-17
高知県南国市稲生3185番地
東京都中央区銀座四丁目12番15
号 歌舞伎座ビル9階
東京都品川区西五反田1-25-1
KANOビル
愛知県大府市中央町5-55
東京都墨田区緑4-19-17
東京都港区芝大門1-1-26

（株）日栄

大分県大分市乙津町8-8

（株） 日興

1670043
1030002
日新電機（株）
6158686
日東紡エコロジー（株）
1040061
日本インシュレーション（株）
5560014
日本ペイント販売（株）
1408677
日本アスベスト検査技士協会
1410022
社団法人 日本石綿協会
1080014
日本防水工業（株）
1770034
（株） ノザワ
6500035
野村興産（株）
1030012
ハイスペック・アスベスト対策協議会 1600022

東京都杉並区上荻1-10-5
ニュースタイルビル3F
東京都中央区日本橋馬喰町1-48
京都府京都市右京区梅津高畝町
47
東京都中央区銀座1-18-2 タツビ
ル
大阪府大阪市浪速区大国1-1-6
新大国ビル
東京都品川区南品川4-7-16

ハウジングプラス東京（株）

東京都世田谷区喜多見8-19-14
ツーエムビル3F
神奈川県川崎市宮前区野川93927
佐賀県神埼市神埼町尾崎3810

日光ケミカルズ（株）

（株） 橋本ハウジング
（株） ハットリ工業
Ｂシステム（有）
（株） ビラハウジング
（株） ファーストビルト
（株） ファイン

1570067
2160001
8420015
5250001
1460083
2300051
3620072

東京都品川区東五反田1-25-163F
東京都港区芝5-15-5 泉ビル
東京都練馬区富士見台4-43-5
兵庫県神戸市中央区浪花町15
東京都中央区日本橋堀留町2丁
目1番3号
東京都新宿区新宿1-29-5 グラ
ンドメゾン新宿東204

03-57274951
044-7517731
0952-522222
滋賀県草津市下物町22番地の6 077-5688533
東京都大田区千鳥2-26-12
03-37567001
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 045-5064-11-11
3911
埼玉県上尾市中妻4-2-2
048-7723700

工法
アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト除去工法（ＧＴシステム除去工法）

処理剤

特徴

アスベスト封じ込め工法（ハイスペック工法）

ハイアス−Ａ（飛散抑制剤）
ハイアス−Ｃ（固化剤）
ハイアス−Ｄ（封じ込め剤）

あらたな粉じんを発生させないため周辺環境および作業者の安全性
が高く、また本来求められていた建築物の耐火性能を損なうこともな
い。

アスバスター／SST工法／常温液体ガラス／ドライアイス
ショット機
http://www.takara封じ込め剤／封込工事／アスベスト無害化工法（セラリ ＮＲＣ−６００（含浸固化剤）
yohjyoh.co.jp
アC・N・A工法）
http://www.ts-system.jアスベスト除去工法（ＴＳシステム工法）
http://www.tecnet.ne.jpアスベスト除去工法（アステクターＡＳ工法）
http://www.trimtec.co
.jp
http://www.toyounion.com
http://www.naigaico.co.jp
http://www.nichias.co.
jp
http://www3.ocn.ne.jp
/˜nichi/index.htm
http://www.nikkogp.co.jp/
http://www.nikkol.co.j
p
http://www.nissin.co.j
p
http://www.ntbg.co.jpp
http://www.jicbestork.co.jp
http://www.nipponpai
nt.co.jp

アスベスト除去工法（ＪＰＩシステム）（ＪＥＴ・ＭＡＮＳシステ
ム）
アスベスト完全除去工法／ゲル化アスベストサンプル
ゲル化溶剤

粉じんを封じ込める能力に優れ、安全な作業環境を提供します。建
設省の特別工法認定を受けており、豊富な実績を有しています。
特殊なゲル化溶剤をアスベストに塗布することで、作業時のアスベ
ストの曝露を防ぎ、作業環境を飛躍的に改善。

アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
NE式アスベスト除去工法
アスバスター／SST工法／常温液体ガラス／ドライアイス
ショット機
界面活性剤／湿潤剤／浸透剤／粉塵抑制剤
ケミカルカチオンパック工法（ASR工法）

ケミカルカチオン

アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
アスベスト除去工法（JIC工法）／耐火被覆材

吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理剤（フリーベスト工
法）
ビラトリートメント工法／アスベスト除去用浸透剤／アス
ベスト廃棄用固化剤／アスベスト封じ込め用浸透固化剤
http://www.jaasc.or.jp アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
/
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
http://www.nihonアスベスト処理施工
bousui.co.jp
http://www.nozawa- アスベスト除去工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
kobe.co.jp
アスベスト封じ込め工法（Ｊ・Ｐ・Ｉシステム）
http://www.nomurako ヤマトアスベスト除去工法
hsan.co.jp/
http://www.arcアスベスト封じ込め工法（ハイスペック工法）
s.co.jp/asbestos
http://www.hptokyo.co.jp

アステクター

浸透系無機質、特殊含浸固化剤がアスベスト層前亜に無理なく浸透
し、固化する。

フリーベスト湿潤剤
フリーベストＲ＆Ｅ、フリーベスト浸透剤
ビラトリートメントＶ−００１（飛散抑制）
ビラトリートメントＶ−００６（固化剤）

ハイアス−Ａ（飛散抑制剤）
ハイアス−Ｃ（固化剤）
ハイアス−Ｄ（封じ込め剤）
ビラトリートメント工法／アスベスト除去用浸透剤／アス ビラトリートメントＶ−００１（飛散抑制）
ベスト廃棄用固化剤／アスベスト封じ込め用浸透固化剤 ビラトリートメントＶ−００６（固化剤）
ビラトリートメント工法／アスベスト除去用浸透剤／アス ビラトリートメントＶ−００１（飛散抑制）
ベスト廃棄用固化剤／アスベスト封じ込め用浸透固化剤 ビラトリートメントＶ−００６（固化剤）
アスベスト無害化薬品（DMA)
ＤＭＡ

http://www.hattorik.net
http://www.bアスベスト除去工法（ＨＩＰＩ除去工法）
system.cc/index.html
http://www.villahousin ビラトリートメント工法／アスベスト除去用浸透剤／アス
g.co.jp
ベスト廃棄用固化剤／アスベスト封じ込め用浸透固化剤
アストリマー除去工法
アストリマー（粉じん飛散抑制剤）
http://www.finebest.n アスベスト除去工事／アスベスト囲い込み工事／アスベ
et
スト封じ込め工事／屋根葺替工事／外壁塗装工事
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吹き付けアスベスト撤去工事に対応。
あらたな粉じんを発生させないため周辺環境および作業者の安全性
が高く、また本来求められていた建築物の耐火性能を損なうこともな
い。

表面に塗布すると建材の中へと入り繊維内部へと浸透し、含有クリ
ソタイル・アスベストを破壊する。

吹付けアスベスト除去処理工事に際し、アスベスト粉じんをおよそ10
本／L以下にする

アスベスト固化封じ込め処理 取扱会社一覧（順不同）
会社名
（株） フォーティーファイブ

〒
1050021

（株） 富士建

8400513
6028155

富士セラ（株）
（株） フチュール
北海道パイプライン工業（株）

5070054
0070871

（株）マルコオ・ポーロ化工

住所
TEL
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
工法
東京都港区東新橋2-6-7 電光ビ 03-5472- http://www.4t-5.com アスベスト完全除去工法／ゲル化アスベストサンプル／
ル3階
1045
PETシート／エアラインマスク／エコ／ブラスト／co2blast
機専用ガン／ドライアイスペレット
佐賀県佐賀郡富士町下熊川159- 0952-64アスベスト封じ込めＮＤ工法
68
2331
京都府京都市上京区丸太町通智 075-801- http://www.fujiアスベスト封じ込めセラパックシステム
恵光院下ル南主税町1050-2
9841
fk.co.jp/fujicera
岐阜県多治見市宝町12-40-1

0572-213787
011-7805553
0565-344631
0197-682288

http://www.futur.co.jp
/index.htm
http://www.p-lk.com/
http://www.marcopolo.co.jp/

0438-362857
東京都品川区南品川5-3-10
03-34743620
福岡県久留米市藤山町696-5
0942-217667
大阪市西区京町堀１丁目８番５号 06-6448（明星ビル）
0455
東京都杉並区上井草2-14-3
03-33941772
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
045-355桜ヶ丘1-61-19
5450

http://www.mitakakk.
com
http://www.miyadera.
co.jp
http://www.murai.co.j
p
http://www.meiseikogyo.co.jp/
http://www.yashimare.co.jp
http://www.y-os.com

北海道札幌市東区伏古11条3丁
目5-15
愛知県豊田市金谷町4-50

（株） マルサ

0240003

岩手県北上市成田26-83-12

三貴興業（株）

2920822
1400004
8300053
5500003
1670023
2400036

千葉県木更津市桜井704-36

（株） ミヤデラ
ムライケミカルパック（株）
明星工業（株）
ヤシマ工業（株）
（株） 横浜オペレーション

処理剤

特徴

ＮＤロック

アスベストの結晶自体を化学変化させ安全な物質に変える。

セラパックⅠ液
セラパックⅡ液

カルシウムイオンの作用を生体とする化学反応の巡鎖により、石灰
とアスベストを凝結させ、最終的には石灰岩化させることを特徴とす
る、アスベストを強力に封じ込めるシステム。
アスベストを「樹脂含浸方法」と「封じ込め方法」により、極めて安全
かつ信頼性の高い無害の構造物に変換するもの。

フチュール注入工法（アスベスト注入封じ込め）／サーピ 水系特殊ポリマー
フレックス
アスベスト除去工法（アックスシステム（乾式））
アスベスト除去工法（MPシステム）
アスベスト封じ込め工法（ハイスペック工法）
アスベスト封じ込めＮＤ工法

MP-Jシーラー（除去用）
MP-Fシーラー（封じ込め用）
ハイアス−Ａ（飛散抑制剤）
ハイアス−Ｃ（固化剤）
ハイアス−Ｄ（封じ込め剤）
ＮＤロック

あらたな粉じんを発生させないため周辺環境および作業者の安全性
が高く、また本来求められていた建築物の耐火性能を損なうこともな
い。
アスベストの結晶自体を化学変化させ安全な物質に変える。

アスベスト調査分析・処理工事（ミヤデラARシステム）
ケミカルカチオンパック工法（ASR工法）

ケミカルカチオン

アスベスト除去工法（メイセイEPA工法）
ヤシマ・APS(アスベスト・パーフェクト・システム）工法
アストリマー除去工法

アストリマー（粉じん飛散抑制剤）
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吹付けアスベスト除去処理工事に際し、アスベスト粉じんをおよそ10
本／L以下にする

