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前田建設発
山岳トンネル 覆工コンクリートの施工技術

シュな状態のコンクリートを確実に充


耐久性に優れた覆工を構築できる。

技術の売り
セールスポイント
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天端部締固めシステム

高品質トンネル覆工

─実は … これ、前田建設が開発した技術です。─
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Mountain tunnel lining concrete construction technology developed by Maeda Corporation
─Actually ... This technology was developed by Maeda Corporation─
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