コンクリート構造物の
豊かな未来を提供します。
●地下構造物の漏水止水

●トンネル掘削時の止水

●新設構造物の打継部止水

●ダム、護岸、堤防の止水

｢水」に反応して、漏水の流れを断つ

建築・土木用止水剤「ハイドロ」シリーズ
疎水性止水材

ハイドロアクティブタイト
加水反応型1液発泡ウレタン系止水材

コンクリート構造物の漏水部に注入すると、漏水に反応して炭酸ガスが発生し、
発泡しながら10〜25倍に膨張します。膨張圧で微細なひび割れまで浸透して
樹脂が硬化 するため、わずかな水みちも確実に埋めて止水します。

既設コンクリートのひび割れ、
打継部からの漏水を止める

インジェクトパッカー工法
インジェクトパッカー工法は、コンクリートの打継ぎ部分やクラック等
の漏水部にドリルで削孔し、差込んだパッカー（注入管）から止水剤
（ハイドロアクティブタイト）を注入する止水工法です。
１液専用の小型ポンプで圧力注入するため作業性がよく、注入した止水
剤は加水反応の膨張圧により微細な間隙まで浸透して硬化します。

主な用途
建築・土木構造物
既設コンクリートのひび割れ（クラック）、打継部の間隙からの漏水

新設コンクリート打継部で
止水板の代用となり漏水を防ぐ

インジェクトチューブ工法
インジェクトチューブ工法は、新設コンクリートの打継部にポンプ圧送
で止水剤（ハイドロアクティブタイト）を注入する止水工法です。先打
コンクリートの打継ぎ部分に注入孔ホースとインジェクトチューブを設
置してから、後打コンクリートを打設します。
後打コンクリートが硬化した後に、注入孔ホースをから止水剤を注入す
ると内部に広がり、水分と反応して膨張。打継部の内側から間隙を充填
して硬化します。

主な用途
建築・土木構造物
新設コンクリート打継部の止水

新設・既設構造物の漏水を短時間で止水し、
浸入する流れをせき止める遮水層を形成

構造物

インバースバリエーション工法
インバースバリエーション工法は、1液型の止水剤（ハイドロスーパータ
イト）を専用機械による1.5ショット工法で水と同時に圧送する止水工法
です。圧送時に工具の先端部で配合されるため、注入作業性が良好です。
接触した水を短時間でゲル化し、流水を止めながら固結するので、地盤か
らの大量の湧水や漏水部にも優れた止水効果が得られます。

水

止水
ハイドロ
スーパータイト

主な用途
土木構造物の漏水や湧水の止水（シールド抗口、トンネルなど）

ゴム弾性ゲル

遮水

建築地下・土木構造物の漏水は、高い地下水圧による浸入水や、大量の湧水等が発生します。
的確な止水工事を行うためには、水の流れを断つ専門的な知識と技能に加え、現場状況に応じた
適材適所の材料・工法が求められています。
親水性止水材

ハイドロスーパータイト
加水反応型1液ウレタン系止水材

専用ポンプの圧送・注入で、構造物の亀裂や地盤の空隙に浸透し、強固なゴム弾性ゲルを形成
して止水します。ウレタン樹脂の強い接着性により土粒子と固結して遮水層を形成するため、
地盤からの大量の湧水や漏水に優れた止水効果を発揮します。

1. 調査工

2. 削孔工

3. パッカー設置工

クラック
漏水

クラックの大きさを計測し、注入孔
ピッチ・斜削孔角度を決める。

外径13.5mmのドリルを用いてクラック
を貫通させ、削孔径内を清掃する。

4. 注入工

5. 仕上工

注入剤

パッカーをホース注入ポンプに接続
して、初期圧力2.0Mpaの設定で止
水剤の注入を行う。最大20kg/cm2
まで注入が可能。

削孔径内に外径13mmのパッカー
を差込み、注入圧力20Mpa以上に
耐えられるように取付ける。

注入剤

パッカーを取外して漏水がないこと
を確認し、穴埋めを行う。周辺のコ
ンクリートの彩色に合わせて仕上げ
を行う。

1. インジェクトチューブ

2. エルボの接続

3. エルボの固定

インジェクトチューブは100m巻で入荷。
現場では5mピッチで切断し施工する。

インジェクトチューブをエルボ（継手）
に挿入する。全て切断の長さは5mとし
最後の部分で調整する。

エルボとインジェクトチューブの固定
はビニールテープ等で簡単にテーピン
グする。

4. 注入孔ホース取付け

5. インジェクトチューブ設置
6. 止水剤注入
注入孔からハイドロアクティブタイトを
ポンプ注入すると、コンクリート内に埋
設したインジェクトチューブの表面から
にじみ出て広がります。さらに加水反応
の膨張圧で、コンクリート内部のひび割
れや打継部の間隙を細部まで充填して硬
化します。

注入孔ホースを調整して適当な長さに切
断し、エルボに取付ける。

注入孔ホースにキャップを取付け、上図
のようにサドルバンドで固定して設置。
コンクリートを打設後に、注入孔ホース
を通して止水剤を注入する。

インジェクト止水工法研究会は、会員の自主的な経済活動を促進すべく、
会員のために様々な事業活動を行い、本研究会を通じて開発された「イン
ジェクトパッカー工法」
「インジェクトチューブ工法」
「インバースバリエー
ション工法」や材料、技術の改良、発展を図ることを目的として 2018 年 5
月に設立されました。
［正会員］
北海道
北海道
北海道
北海道
青森県
山形県
宮城県
福島県
福島県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
埼玉県
埼玉県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
長野県
新潟県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県
徳島県
高知県
岡山県
岡山県
福岡県
福岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県

エスアイ工業 株式会社
有限会社 サウザント・グリーン
有限会社 サカシタ防水工業
株式会社 レジテック
有限会社 東興防水工業
株式会社 高輝工業
株式会社 リーテック
株式会社 テコム
株式会社 トクボ̶
株式会社 我妻工業
株式会社 エイケン
株式会社 サーフ
新バーレックス工営 株式会社
太平洋テクノ 株式会社
株式会社 千葉タイル
藤信化建 株式会社
中村瀝青工業 株式会社
山柿工業 株式会社
ライト工業 株式会社
株式会社 ワプル東京本店
株式会社 HWP
ナナワ工業 有限会社
株式会社 A.BM ミツガシ
日本スプレー工業 株式会社
株式会社 西村樹脂工事
エル・ライン 株式会社
株式会社 サンテック
株式会社 テッシン
レヂン工業 株式会社
エポキシ工業 株式会社
株式会社 ティーベース
株式会社 アサヒ建装
有限会社 伊藤塗装
有限会社 加藤塗装店
株式会社 日本グレイツ
株式会社 原建設工業
三公工業 株式会社
株式会社 エコート技研
株式会社 共和
株式会社 テクア
有限会社 エスケイテック
株式会社 秀建
株式会社 高建
株式会社 デルタ
ヒロテック 株式会社
株式会社 ユニオンテック
株式会社 ヨシノ
株式会社 龍神
株式会社 エスケイ
株式会社 開発総建
有限会社 川畑技研
新日本化工 株式会社
株式会社 大成工材
タクミ技建 株式会社
株式会社 本村工業
株式会社 ナカバリコート
田岡商店 株式会社
株式会社 カイエイ
中国商工 株式会社
オージーテック 株式会社
株式会社 三田
有限会社 サンシール工業
株式会社 佐藤技研
コスモ技研 株式会社
株式会社 ダイヤモンド止水接着工業
株式会社 トクシュ

［賛助会員］
北海道
東京都
東京都
東京都
愛知県
兵庫県
福岡県

株式会社 イチナ
化研マテリアル 株式会社
株式会社 Ｋ・Ｃアスカ
株式会社 島田商会
株式会社 東海商販
株式会社 プレスト
株式会社 アステム

〒 097-0016
〒 062-0033
〒 065-0033
〒 085-0051
〒 031-0071
〒 997-1321
〒 989-3124
〒 963-0211
〒 963-8846
〒 116-0011
〒 158-0094
〒 176-0011
〒 123-0862
〒 110-0015
〒 145-0066
〒 140-0022
〒 116-0001
〒 114-0014
〒 102-8236
〒 130-0014
〒 299-4301
〒 264-0038
〒 343-0042
〒 338-0811
〒 329-1105
〒 377-0008
〒 371-0013
〒 370-3511
〒 376-0011
〒 388-8006
〒 950-0004
〒 240-0043
〒 232-0042
〒 247-0022
〒 210-0804
〒 240-0026
〒 417-0001
〒 486-0945
〒 452-0846
〒 479-0811
〒 591-8011
〒 567-0854
〒 554-0024
〒 270-0002
〒 565-0824
〒 564-0033
〒 540-0013
〒 547-0002
〒 660-0082
〒 657-0841
〒 660-0823
〒 660-0824
〒 650-0024
〒 651-2132
〒 634-0045
〒 779-2305
〒 780-0843
〒 702-8026
〒 712-8061
〒 812-0041
〒 813-0034
〒 870-0147
〒 889-0603
〒 890-0082
〒 890-0036
〒 903-0118

稚内市萩見 2 丁目 6 番 15 号
札幌市豊平区西岡 497-8
札幌市東区北 33 条東 10 丁目 5 番 8 号
釧路市光陽町 2 番 15 号
八戸市沼館 2 丁目 11-16
東田川郡三川町大字押切新田字五反 98-1
仙台市青葉区上愛子字平治 16-2
郡山市片平町字新蟻塚 45 番地の 1
郡山市久留米 3 丁目 147 番 2
荒川区西尾久 7-47-4
世田谷区玉川 4-3-15 サントピア二子玉川第 2-502 号
練馬区豊玉上 2-2-5 桜台ツーウッズビル 4F
足立区皿沼 2-21-14
台東区東上野 3-1-13 第 7 大銀ビル 6 階
大田区南雪谷 3-11-23
品川区東五反田 5-28-9
荒川区町屋一丁目 18 番 8 号
北区 田端 1-24-22
千代田区九段北 4-2-35
墨田区亀沢 3-10-4
長生郡一宮町一宮 10090-1
千葉市若葉区桜木 6-3-54
越谷市千間台東一丁目 6 番地 19
さいたま市桜区白鍬宮田 57 番地 -2
宇都宮市中岡本町 2560-5
渋川市 渋川 1816-43
前橋市西片貝町四丁目 9 番地 12 号
高崎市金古町 875
桐生市相生町 2-718
長野市篠ノ井御幣川 799-1
新潟市東区新川町 345
横浜市保土ヶ谷区坂本 102-5
横浜市南区堀ノ内町 1-80
横浜市栄区庄戸 5 丁目 5-18
川崎市川崎区藤崎 4-7-1-101
横浜市保土ヶ谷区権太坂 3-12-15
富士市今泉 3227 番地の 1
春日井市勝川町 10 丁目 6 番地 6
名古屋市西区浮野町 91 番
常滑市泉町 1 丁目 44 番地
堺市北区南花田町 585-1
茨木市島 1-16-13
大阪市此花区島屋 2-4-17
守口市佐太中町 6-8-2
吹田市山田西 3-33A 605
吹田市東御旅町 8 番 40 号
大阪市中央区内久宝寺町 4 丁目 3-8 三陽ビル 7F
大阪市平野区加美東 4 丁目 6 番 9 号 505 号
尼崎市水明町 23
神戸市灘区灘南通 1 丁目 3 番 23 号 TOTAL ビル 3FC
尼崎市大物町 1 丁目 10-9
尼崎市東本町 3 丁目 39 番地
神戸市中央区海岸通 8 神港ビルヂング 6-600
神戸市西区森友四丁目 98 番地の 1
橿原市石川町 348 番地
海部郡美波町奥河内字奥潟 72
高知市廿代町 12 番 10 号
岡山市南区浦安本町 89 番 36
倉敷市神田 2 丁目 2-30
福岡市博多区吉塚 4-3-37
福岡市東区多の津 4-2-36
大分市小池原 1684 番地 1
東臼杵郡門川町大字加草 2283 番地 7
鹿児島市紫原一丁目 50 番 29 号
鹿児島市田上台 3 丁目 7-12
中頭郡西原町小波津 604 番地

0162-33-6407
011-252-9390
011-712-3224
0154-64-7300
0178-41-2700
0235-68-1816
022-797-5531
024-961-9987
024-983-5581
03-3894-6262
03-3709-9181
03-3498-7977
03-6807-1993
03-5830-9210
03-3720-5913
03-3441-6505
03-3892-0131
03-3822-3011
03-3265-2572
03-5637-4691
0475-40-0707
043-234-5100
048-971-6666
048-858-0671
028-673-5838
0279-24-0238
027-225-0711
027-395-4607
0277-54-1333
026-292-3022
025-383-6506
045-444-8577
045-711-3667
045-893-1391
044-276-9077
045-715-4880
0545-21-3245
0568-35-2441
052-508-6927
0569-35-3817
072-220-6133
072-632-9112
06-6467-1550
06-6903-6589
06-6877-1577
06-6319-1117
06-6761-5310
06-6776-2308
06-6430-0085
078-262-1498
06-6481-6044
06-6489-4111
078-333-9700
078-926-0102
0744-28-7055
0884-74-7690
088-802-8666
086-902-1114
086-446-1210
092-629-1117
092-622-1117
097-558-5411
0982-63-7787
099-254-5814
099-264-8813
098-946-4293

〒 060-0063
〒 105-0003
〒 101-0032
〒 101-0062
〒 481-0045
〒 662-0918
〒 815-0082

札幌市中央区南 3 条西 12 丁目 320-8
港区西新橋 2-35-6 第 3 松井ビル
千代田区岩本町 3-7-16
千代田区神田駿河台 2 丁目 2 番地 御茶ノ水杏雲ﾋﾞﾙ 5F
北名古屋市中之郷栗島 117
西宮市六湛寺町 9 番 8 号
福岡市南区大楠 2 丁目 14 番 29 号

011-204-8222
03-3436-3018
03-5687-8391
03-3292-2555
0568-26-3800
0798-22-8230
092-526-8282

目黒区下目黒 6-12-5

03-3441-6271

［協賛会員］
東京都

株式会社 ティーケーエスエンジニアリング 〒 153-0064

［メーカー会員］
東京都

田島ルーフィング 株式会社

www.inject-ws.jp/

〒 101-8579

千代田区外神田 4-14-1

秋葉原 UDX21 階

03-6837-8888

