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弊社の事業は道路・鉄道・建物など多岐に渡り深く関わっており、

安全や第三者災害防止に直結しております。

今後、現場のニーズや社会のニーズに敏感に反応しながら、

「逃げない」「妥協しない」ことを貫き、徹底した現場主義から生まれる

安心・安全の獲得と社会への貢献を使命として、率先垂範してまいります。

今後とも、より一層のご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長

谷口 博司

安全な社会の追求へ

安全と信頼を広めてゆく
生活の基盤となる道路や建物。その安全をアンカーボルトが支えています。

阪神・淡路大震災をきっかけに、あと施工アンカー専門工事業としてスタートしたトラストは、

これからも妥協のない「安心・安全」を通して、社会に貢献していきます。

現場のお困りごとを解決するために
トラストは、1996年にあと施工アンカー専門工事業としてスタートしました。

以降、現場のお困りごとを解決するために絶えず考えて工夫することで、

事業範囲は自然と広くなっていきました。

1996

あと施工アンカー
工事業

阪神・淡路大震災を
きっかけに創業

試験・検査事業 施工管理・施工 設計・技術開発部
事業

販売・レンタル・
校正事業

現在の試験機では、
試験に手間がかかる、
大きい、難しい...

トラストオリジナル
製品をレンタルで
使いたい

メーカーに関わらず、
試験・検査を
行ってほしい

施工管理（技能者）の
立場で工事全体を
管理してほしい
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全ては現場から。
各種施工・施工管理事業も行っております。

施工管理・施工

Business Field

耐震補強工事
（土木インフラ）
各種橋梁耐震補強工事を行っております。

コンクリート
補修工事
各種コンクリート補修・補強工事を行っております。

耐震補強工事
（建築耐震）
建築耐震補強工事一式を行っております。

あと施工アンカー
工事・試験
アンカーをコンクリートに打設する工事と、
施工後に行う試験および検査です。

アンカー計測
システム
デジカメ３次元計測後の後作業を大幅に短縮します。

交通安全施設

あと施工アンカーを用いて据え付けられる
遮音壁や防護柵といった道路・橋梁付属物を施工致します。

各種コンクリート
切断工事
環境に優しく、静かな解体工事を実現します。

PICK UP

建築耐震補強工事一式を
行っております。

特定建築物を中心に、耐震補強工事を実施しています。

阪神淡路大震災を契機に制定された、建築物の耐震改修

の促進に関する法律（耐震改修促進法）に基づく、既設建

築構造物に対する現行の耐震基準を満たす補強を、地震

発生時における危機管理や事前の対策として施します。

VFORM※を使用し、
図面化・寸法算出を自動で行います。

従来は測量機器等の計測結果を基にCADを用いて手作業で

図面化していましたが、自動で行うため、素早くミスなくデータ

化することができます。

各種橋梁耐震補強工事を
行っております。

対象躯体によって必要に応じた施策となりますが、落橋防

止システムは、上下部の各構造をつなぐ落橋防止ケーブル

（チェーン）と、下部橋台部もしくは橋台部にあたる桁端部

に設置する変位制限装置で、橋桁の落下や極端な“ずれ”

を防止するものです。

● 変位制限工
● 炭素繊維シート工
● 落橋防止工
● 支承取替工
● せん断ストッパー工
● RC巻き立て工

〈技能者〉〈技術者〉

● 図面化・モデル化したい。
● 寸法検査を省力化したい。
● 3次元的に位置関係を把握したい。
● 形状の変化を把握したい。

3次元計測・後作業にお悩みを持つ
こんな方に最適です。

■ 測定自動化の特長とメリット（手作業との比較）

■ 測定の流れ

計測時間を
計測後の
後作業時間を

での
計測が可能に！

計測作業の
ミスを削減！

※本システムのユーザー実績による

77%
短縮！

67%
1人

短縮！

1. ターゲット（目印）を設置
目的に合った計測用ター
ゲットを設置します。

2.カメラで撮影
デジカメで数枚の写真を
撮影します。

3.CAD図面の出力
CAD図面が出力されます。

※ ※

※NETIS登録番号 KT-140108-VE
特許第5492343号

耐震補強 アンカー計測システム
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・試験報告書3部
・校正証明書、トレーサビリティ 3部
・試験結果記録紙（出力機器の場合）
・試験報告書データ

構造物の経年劣化から想定される災害リスクを防ぐため、
多様な試験・検査を行っています。

各種施工や試験・検査、製品開発などで培った技術力を
活かした総合的なサポートを行います。主に、道路橋を中心
に橋梁設計から耐震補強、さらに橋梁附属物に関する詳細
設計の支援に対応します。
（特に、付属構造物の点検・診断については豊富な実績が
ございます。）

試験の結果を元に、試験報告書を作成し
以下の通りご提出いたします。● アンカー引張強度試験

● アンカー長さ試験
● 小径コアによるコンクリート強度試験
● ソフトコアリングシステム
● コンクリート関連各種試験

● 鉄筋探査（埋設物探査）
● ボルト軸力・トルク管理
● X線調査
● 接着剤・付着力引張試験

有資格者が、
多様な試験・検査を行います。

試験・検査

Business Field

試験・非破壊検査

多種多様な試験を実施することにより、構造物の初期不良・経年
劣化による災害リスクを低減し、安全・安心を追求します。

各種点検・診断 技術
コンサルティング

PICK UP

構造物の経年劣化から想定される
災害リスクを防ぐため、
多様な試験・検査を行っています。

トラストの試験検査は、（社）日本非破壊検査協会などで実施

している超音波、電磁波、電磁誘導、X線など、

各検査項目別に設定された資格試験に合格した有資格者が、

ガイドラインに沿って行っています。

また、（一社）日本建築あと施工アンカー協会で付与して

いる資格を有する者がアンカー引張強度試験を実施してい

ます。

橋梁点検アンカー引張強度試験 特殊大型

TRUST  Total Support

解 析

橋梁設計

耐震補強

構造点検

附属物設計

施 工

● 報告書提出書類

試験・非破壊検査 試験報告書
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▶お得な会員価格 ! ▶ユーザーサポートが無料に ! ▶在庫状況がすぐわかる !

試験機の校正委託も行っております。

お客様の試験機の性能の維持、管理に必要な校正業務はトラストへお任せ下さい。
測定値の正当性を確保するためには、規定された間隔で国際または国家計量基準にトレーサブルな
計量標準を用いた校正が必要です。引張試験機は1年以内の校正を推奨しております。

設計を軸に据えた施工、製品開発を実施します。

せん断試験機

施工会社でありながら、自社製品の開発や、施工、試験・検査業務における理論値での検証など、多角的に手掛けています。
また、現場における課題の解決に対して即応性を持たせる意味でも、重要な工程となります。

現場での試験が困難だった、せん断試験を手軽に行える試験機。
小型でデータ収録も可能。〈福井大学との共同開発〉

プロテスター LP-5KN

低荷重値を正確に測定できます。（測定範囲：5N～5,000N）

■ 施工会社として現場を熟知し、課題把握が容易。
■ 発生する変更事案への対処を内製化することで高効率化。
■ 内製化によるスピードと低コストを確保し、情報共有もスムーズに。

現場状況、試験状況に応じ、
最適な機材、機器を開発します。

アンカー引張強度試験機や
各種測定器・部品など、レンタルを実施しています。

試験機
レンタル・販売

製品の開発や、施工、試験・
検査での検証等を行います。

設計・開発

ご利用には、
会員登録が必須です。

http://bit.do/fK8YY
初めてご利用の方はこちら

Business Field Business Field

課 題

解 決

● 充填不良
● 接着剤のロス
● 産業廃棄物

接合筋挿入時の
充填状態をしっかりと把握！

充填完了確認
の目印

プラグ挿入確認
の目印

目印をつけたホースが接着剤を
注入した際に押し出されることで
注入状況をしっかり把握！

購入をご検討のお客様へ

おトクならリース 機器が使えます！に

おトク
POINT

1
初期費用を
ぐっと抑えられる。

おトク
POINT

2
ご利用期間に応じて
期間の選択が可能。
（3年、4年、5年から選択して下さい）

おトク
POINT

3
月々のお支払いでコストの
管理が容易にできる。

おトク
POINT

4
リース期間中の校正は
別途費用を頂きません。
（年に1度のご利用に限らせていただきます）

ご利用頻度の多いお客様必見！

レンタル頻度の多いお客様はリース販売をご検討下さい。

1回のレンタル費用よりも
月額費用はお安くなります！

さ
ら
に

■TR-75Aでの価格例

33,260円 28,300円
1カ月のリース料金1回のレンタル料金

（参考）

※税別で表記しております。　注）リース契約には、リース会社による審査が必要です。

イージープラグ

最短納期5日を実現。※

※APCシリーズとTRシリーズに限る（故障がないこと）
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トラストでは、お困りごとを解決に導くオリジナル製品を開発しています。

オリジナル製品

豊富な現場経験をもとに、現場で本当に必要とされる機器（アンカー引張強度試験機等）や、
各種資材（アンカーボルト等）を自社開発し、それらのレンタルや販売も行っています。

アンカー引張強度試験機（プロテスター）

Original Product

色、音、振動で解りやすい
省力化検査機器です。

保持設定機能搭載の
4chデータロガーです。

コの字型ジャッキの採用で特殊形状の
異形鉄筋等に対応。

プロテスターシリーズ最小の
油圧式試験機、天井向きも可能！

小型・軽量設計！機械・設備を
設置したまま測定可能！

アンカープロチェッカー
APC

プロテスター
DG-1

プロテスター
TLシリーズ

プロテスター
TIシリーズ

プロテスターTRシリーズ

● NETIS登録番号 KT-150087-VE
● 生産性向上要件証明書番号
● JANDT22-04T021

せん断試験機

現場で簡単にせん断試験が可能な
複動式せん断試験機です。

複動式せん断試験機

資材

接着系あと施工アンカーの
施工で発生する課題を解決。

あと施工アンカー注入方式用補助具です。

設計変更等でボルト突出長を延長する
ことができる緩み止めナットです。

イージープラグ ロングネジナット

● NETIS登録番号 KT-170102-A

● NETIS登録番号 KT-160111-VE※
● 生産性向上要件証明書番号
● JANDT22-04T020

企業情報

登録番号

登録日

会社名

法人設立

資本金

建設業許可番号

従業員数

会員

取引銀行

加入登録

ISO認証取得

ISO45001：WC20J0005 ISO9001：QC10J0026 ISO14001：EC12J0035

ISO45001：2020.12.25 ISO9001：2010.7.7 ISO14001：2013.1.28

登録内容 ISO45001：2018・JISQ45001：2018 　
　 ISO9001  ：2015・JISQ9001  ：2015
　 ISO14001：2015・JISQ14001：2015

株式会社トラスト

1996年（平成8年）9月

20,000,000円

国土交通大臣 許可（特-30）第23173号

35名

一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会、一般社団法人ソフトコアリング協会、　
一般社団法人日本非破壊検査工業会、一般社団法人日本非破壊内部探査技術協会、
一般社団法人サインの森

みなと銀行 本店営業部、大阪信用金庫 茨木支店、三井住友銀行 茨木西支店 

労働保険（下請け含む）、建設業退職金共済制度、請負業者賠償責任保険

本　社 〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル20階
 ［代表］ TEL ： 078-515-6788  FAX ： 078-515-6789

東京支店 〒123-0864
東京都足立区鹿浜3丁目4番3号
［代表］ TEL ： 03-5838-0723  FAX ： 03-5838-0724

滋賀支店
（滋賀工場）

〒520-3314
滋賀県甲賀市甲南町杉谷200番1
［代表］ TEL ： 0748-86-8770  FAX ： 0748-86-8771

大阪支店 〒567-0029
大阪府茨木市五日市緑町5番32号         
 ［代 表］ TEL ： 072-621-4164  FAX ： 072-621-4166
［レンタル・販売担当］
　　　  TEL ： 072-621-4172  FAX ： 072-621-4166

拠　点

1994年（平成6年）
1996年（平成8年9月2日）
1997年（平成9年12月10日）
2002年（平成14年2月28日）
2002年（平成14年4月19日）
2006年（平成18年11月29日）
2009年（平成21年3月3日）
2009年（平成21年7月30日）
2010年（平成22年7月7日）
2013年（平成25年1月28日）
2014年（平成26年10月20日）
2016年（平成28年）
2018年（平成30年5月23～25日）
2019年（平成31年1月11日）

2019年（平成31年3月1日）
2019年（令和元年8月8日）
2020年（令和2年4月17日）
2020年（令和2年12月25日）
2022年（令和4年2月1日）
2022年（令和4年6月17日）

沿　革 谷口工業を創業

有限会社谷口工業として法人設立

有限会社トラストに商号変更

株式会社トラストへ組織変更

大阪府知事許可取得

アンカー引張試験機　レンタル・開発・販売の開始

東京支店設置

国土交通大臣許可（般-21）第23173号　許可取得
ISO9001　認証取得
ISO14001　認証取得
東京ショールームオープン

TR-75　変位測定器の追加
JECA FAIR 2018（第66回電設工業展）に出展
本社を兵庫県神戸市に移転

国土交通大臣許可（特-30）第23173号　許可取得
ロングネジナット　無電解ニッケルメッキ仕様の追加

TR-PⅡ発売
アンカーせん断試験機（TS-05）　レンタルの開始
ISO45001認証取得
イージープラグ発売

滋賀支店設置

350ml缶相当のサイズ

※TR-20Aは含まれません。
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