
全国小水力利用推進協議会団体正会員
2023年5月9日現在　公開団体（101)　非公開団体（12） 

１．発電事業者・発電事業者団体

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

076-475-9214

076-475-8856 http://www.alps-power.com

099-258-8977 information@kyushu-hatsuden.jp

099-258-9115 http://kyushu-hatsuden.jp

電力事業部 03-3243-6213 k.uto@jnc-corp.co.jp

宇都　克弘 03-3243-6519 http://www.jnc-corp.co.jp

水力発電事業部 03-5542-1072

林　のぶき 03-5542-1073 https://www.symenergy.co.jp/

ＪＡ広島中央会　農政・協同活動推進部
　農政課（事務局）

082-243-6754 nousei@jagh.net

082-504-0219

0746-42-0132

0746-42-1258 office@east-yoshino.cpm

事業開発部 開発・営業課 03-3282-7895 Sashimoto-Y@jpn.mibuden.com

指本　喜範 03-3282-9737 http://www.mibuden.com

事務局長 0974-42-3328 meisei-423328@oct-net.ne.jp

古澤　徳男 0974-42-3328

２．総合開発事業者

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

営業本部　エネルギー事業統括部 03-3575-6117 kobayashi.hiroshi@ad-hzm.co.jp

小林　博 https://www.ad-hzm.co.jp/

エネルギー事業推進部 03-6812-3355 mail@g-power.co.jp

03-6812-3388 https://www.g-power.co.jp/

086-435-0567

086-435-0355 http://green-reo.com/

04-7126-0561

04-7126-0562 http://zerowattpower.co.jp

営業企画部 03-5925-9436 go_nakazawa@taiseirotec.co.jp

中澤　豪 03-3362-5807 https://www.taiseirotec.co.jp/

06-6924-8778 info@tokimatagi.com

06-6924-8788 http://tokimatagi.com

土木事業本部 プロジェクト統括部 環境・エネルギーグループ 080-1183-2051 takuyuki_tamura@tobishima.co.jp

田村 琢之 http://www.tobishima.co.jp/

0287-73-4001 info@nasu-gp.com

稲川　裕之 0287-62-0828 http://www.shinnasu.com

社長室 03-6435-3436 michihiro.nakamura@gpss.jp 

中村　通宏 03-6700-9812

営業本部　営業統括部 03-3796-2359 shouji@fujita.co.jp

庄子　正人 03-3796-2384 http://www.fujita.co.jp

３．コンサルタント

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

技術部 096-381-4000 soga-o@ariake-s.co.jp

曽我　修 096-381-2204 http://ariake-s.co.jp/

03-5956-7503

山崎 03-5956-7523 http://www.exri.co.jp

018-863-8011

阿部 018-863-8011 http://www.endousekkei.co.jp

096-273-8540 info@etod.co.jp

寺岡昭彦 096-273-8541 http://www.etod.co.jp

中国小水力発電協会

東吉野水力発電株式会社

三峰川電力株式会社

明正土地改良区

企業・団体名

株式会社安藤・間

企業・団体名

株式会社アルプス発電

九州発電株式会社

株式会社工営エナジー

ＪＮＣ株式会社

住友林業株式会社

飛島建設株式会社

那須グリーンパワー合同会社

日本水力開発株式会社

株式会社フジタ

企業・団体名

株式会社有明測量開発社

株式会社グリーン電力エンジニアリング

NPO法人自然エネルギー・環境協会

ゼロワットパワー株式会社

大成ロテック株式会社

ときまたぎホールディングス株式会社

株式会社エックス都市研究所

株式会社遠藤設計事務所

株式会社環境と開発

シン・エナジー株式会社
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0985-28-1122 info@k-kouei.co.jp

0985-28-1105 http://www.k-kouei.co.jp

新規事業推進室 03-3376-3170

左村 03-3377-7721 http://www.kyowa-c.co.jp

0184-24-2327

斎藤 0184-22-0202 http://www4.ocn.ne.jp/~sangi/

総務部長 055-273-5625 e-shuuken@ae.auone-net.jp

堀ノ内美彦 055-273-5966 http://e-shuuken.boy.jp

03-5980-7820 info@jasha.jp

佐藤・中島 03-5980-7065 http://www.jasha.jp

076-436-2111 info@shinnihon-cst.jp

076-436-2260 http://www.shinnihon-cst.jp/

設計部 096-200-2640 fukushima@suiryoku.co.jp

福島　尚之 096-200-2641

事業推進本部　事業企画部 03-3532-8623 dongol-n@chodai.co.jp 

ドンゴル　ナレンドラ 03-3532-8634 https://www.chodai.co.jp

調査設計事業部 03-5805-7261 andue@tousetu.co.jp

安杖　岳 03-5805-7264 http://www.tousetu.co.jp

営業部 027-251-3919 yamasaki@toshi.co.jp

山嵜　政行 027-251-3513 http://www.toshi.co.jp

電力部 03-4214-2011 ikoma012@insiek.co.jp

居駒　恒太 03-4214-2018 http://www.insiek.co.jp

新ビジネス開発ユニット abe-y@janus.co.jp

安部　裕一 http://www.janus.co.jp

0985-24-1572 nippo@muj.biglobe.ne.jp

鳥越　逸雄 0985-24-1975

03-6861-4178

川口　太一 03-5962-7971 kawaguchi@branch-corporation.com

地球環境グループ環境エネルギーチーム 06-6374-4245 takenams@newjec.co.jp

武名 06-6374-5146

エコ・エナジーマネジメント室 03-5822-6272

中野　裕之 03-5822-2789 http://www.yachiyo-eng.co.jp/

４．水力発電メーカー、サプライヤー

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

営業部 023-666-6193 eigyo@ashinokogyo.co.jp

粟野　元弘 023-679-5943 http://ashinokogyo.jp/

026-246-9547 t-arai@arai-s.jp 

新井　達也 026-248-2427 http://www.arai-s.jp/

業務部　人事・総務課 03-6635-3337 Masae.Ibe@andritz.com

井部 麻早枝 03-3536-9750

営業部営業課 082-429-2100 1017.makihara@eaml.co.jp

向橋　宏昭 082-429-0614 http://www.eaml.co.jp

076-278-3262 mikawa@izumicorp.co.jp

076-278-2366 http://www.izumicorp.co.jp/

090-7906-7551 shuichiro@ecoart-tashiro.com

田代　秀一郎 0968-82-8332 https://www.ecoart-tashiro.com

エネルギーソリューション統括部 03-5645-0155 m_kaneko@ebasho.co.jp

金子　昌弘 03-5645-0178 http://www.ebasho.co.jp

電設部 076-441-4351 t-okada@kakimoto.co.jp

岡田　孝志 076-431-4536 http://www.kakimoto.co.jp

関東事業所 0436-37-3921 dasada@kuwaden.com

浅田　大輔 0436-37-3922 http://www.kuwaden.com

03-3863-7403 t.shimono@c-e-m.co.jp

下野　大造

03-3237-9634 hidesawa@jagseabell.jp

03-3288-5882 http://www.jagseabell.jp/

環境事業部 058-214-3493 ats-inoue@gifu-shinoda.co.jp

井上　厚志 058-214-3494 http://www.gifu-shinoda.co.jp

技術開発部 055-267-8160 m_muramatsu@c-n-t.co.jp

村松　淳 055-267-8018 http://www.c-n-t.co.jp

株式会社三義

株式会社秀建コンサルタント

一般社団法人小水力開発支援協会

株式会社新日本コンサルタント

株式会社水力開発コンサルタント

九州工営株式会社

株式会社協和コンサルタンツ

株式会社ニュージェック

八千代エンジニヤリング株式会社

企業・団体名

株式会社新井製作所

アンドリッツ株式会社 https://www.andritz.com/pulp-and-paper-
en/locations/kk-tokyo-japan

株式会社長大

都市開発設計株式会社

株式会社日本インシーク

日本エヌ・ユー・エス株式会社

株式会社日豊測量設計

株式会社Branch　Corporation

桑原電工株式会社

株式会社シーイーエム

ＪＡＧシーベル株式会社

篠田株式会社

株式会社セントラル・ニューテクノロジー

イームル工業株式会社

株式会社イズミ

エコアート田代合同会社

荏原商事株式会社

株式会社柿本商会

芦野工業株式会社

株式会社東設土木コンサルタント
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営業部 050-5865-9001

梅村 046-248-9802 http://www.tanasui.co.jp

企画営業部 075-223-3570 office@wws-japan.co.jp

岡山　秀行 075-223-3570 http://wws-japan.co.jp

事業開発部 03-5202-8125 shima@toyodenki.co.jp

嶋 03-5202-8148 http://www.toyodenki.co.jp

024-562-3452 nakasui@lily.ocn.ne.jp

024-562-3480

代表取締役社長 0551-38-4040 info@smallhydro.co.jp

半田 0551-38-4422 http://www.smallhydro.co.jp

http://www.hitachi-ies.co.jp

発電プラント事業部水力プラント部 044-329-2066

044-329-2036 http://www.fujielectric

営業部 03-6880-2138 t.yoshimoto@fuso-inc.co.jp 

吉本　智啓 https://fuso-hps.com/

水車事業部 0765-32-8233 minami@s-hokuriku.com

南　弘雄 0765-32-8963 http://www.s-hokuriku.com

産機流体営業部 03-3270-2008 ryutai@mitsuimiike.co.jp

平尾　宗武 03-3245-0203 http://www.mitsuimiike.co.jp

電力エネルギー事業部 03-6420-7145 terashima-k@mb.meidensha.co.jp

寺島　賢治 03-5745-3038 http://www.meidensha.co.jp/

産業システム二部　インフラシステム課 03-3507-3623 tanaka_k@yashimadenki.co.jp

田中　健士 03-3507-3984 http://www.yashimadenki.co.jp

５．関連資機材メーカー、サプライヤー

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

営業本部　エンジニアリング部　インフラＧ 052-684-0266 masatoshi.ono@inoac.co.jp

小野　雅敏 052-684-0277 http://www.inoac.co.jp/juukan

営業部環境営業一課 0258-24-2351 mnakano@oharacorp.co.jp

中野　学 0258-24-8201 https://www.oharacorp.co.jp

戦略企画部 03-5695-3166

03-5695-3189 https://www.kubota-chemix.co.jp/

化成品事業部　東部営業部　東京営業課 03-3450-8541 y_enomoto@kurimoto.co.jp

榎本　寧 03-3450-8543
http://www.kurimoto.co.jp/commpany/cat02/
kaseihin/

http://www.kuripoly.jp/

営業部 042-544-1011 sales@kenek-co.com

池谷　康男 042-544-4748 http://www.kenek-co.com

営業部 03-3762-1511 koyo-honsya@koyo-giken.com

経田 03-3766-2034 http://www.koyo-giken.com

新事業・製品企画室 03-3781-8708

02-5498-7228 http://www.san-eisha.co.jp/

横浜支店営業技術部 045-500-1081 yamada_m@sudoh.co.jp

山田　正樹 045-500-1083 http://www.sudoh.co.jp/

管材事業部 03-5521-0833

03-5521-0837 http://www.sekisui.co.jp

営業１グループ 042-660-0091 r-harada@sensez.co.jp

原田　隆一 042-660-0093 http://www.sensez.co.jp

総務部 03-3252-0411 k-kawate@daidomachines.com

川手　健 03-3252-0410 http://www.daidomachines.com

土木産業資材営業部 03-5463-8501 takao_yaku@takiron-ci.co.jp

夜久 03-5463-1120 https://www.tc-civil.co.jp/

営業部 0545-61-1985 info@tanaka-kikai.co.jp

潟中　利男 0545-64-4887 http://tanaka-kikai.mame-site.com

営業部 0561-62-3600 info@nippon-engineer.co.jp

0561-62-9361 http://jyojin.com

info@jppe.org

http://jppe.org

バルブ事業部　バルブ民需営業部 03-3297-0615 kouichi_yamamoto@maezawa.co.jp

山本　幸一 03-3297-0619 http://www.maezawa.co.jp

株式会社日立産機システム

富士電機株式会社

株式会社フソウハイドロパワーソリューションズ

株式会社北陸精機

株式会社三井三池製作所

株式会社明電舎

田中水力株式会社

ＷＷＳ-ＪＡＰＡＮ株式会社

東洋電機製造株式会社

株式会社中川水力

日本小水力発電株式会社

クリモトポリマー株式会社

株式会社ケネック

株式会社広洋技研

株式会社三英社製作所

須藤工業株式会社

積水化学工業株式会社

八洲電機株式会社

企業・団体名

株式会社イノアック住環境

株式会社大原鉄工所

株式会社クボタケミックス

株式会社栗本鐵工所

株式会社センシズ

大同工機株式会社

タキロンシーアイシビル株式会社

株式会社田中機械工業所

日本エンヂニヤ株式会社

日本ポリエチレンパイプシステム協会

前澤工業株式会社
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03-5610-7851

03-5610-7867 http://www.mesco.co.jp

055-287-6816 motch@poem.ocn.ne.jp

望月　幸一 055-287-6806 http://motch-giken.sakura.ne.jp/

エンジニアリング事業部 0265-83-8888 yamashita.ryoichi@yamaura.co.jp

山下　良一 0265-82-2879 http://www.yamaura.co.jp/

６．施工業者

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

経営企画室 052-661-0432 ko-kodera@inet1.aichitokei.co.jp

小寺　恒治 052-655-0091 http://www.aichitokei.co.jp

企画室 03-3663-5633 e.kikaku-a@akira.agns.co.jp

03-3663-5288 http://www.akira.agns.co.jp

投資開発事業部　新事業開発部 03-6628-6389 hiroyuki.tanabe@okumuragumi.jp

田辺　裕之 03-5427-8330 http://www.okumuragumi.co.jp/

インフラ事業推進部 03-3260-2111

http://www.kumagaigumi.co.jp/

土木本部　自然エネルギー事業部 03-6759-2460 yoshitaka.takata@n-kokudo.co.jp

髙田　吉隆 03-6770-2412 http://www.kokudo-kk.co.jp

エナジー事業部 022-711-4210 s-suto@shinto-group.co.jp 

須藤　慎 022-711-4230 http://www.shinto-group.co.jp 

0982-33-6266 t-nitta@seinan-denki.co.jp

0982-33-5000 http://www.seinan-denki.co.jp

営業部 0185-54-4249 info@noden.co.jp

川島　紀昭 0185-54-2833 http://noden.jp/

東京本社　建設事業部門　営業部 03-3492-0277 yukihiro.hoshino@wakachiku.co.jp

星野　幸弘 03-3492--0680 http://www.wakachiku.co.jp/

７．その他水力発電関係業務

担当部署 電話 Email

担当者 FAX URL

099-256-2555 office@kagoshima-syosuiryoku.org

099-256-2666 https://www.kagoshima-syosuiryoku.org/

公営企業評議会 03-3263-0269 kouki@jichiro.gr.jp

石川　雄一 03-5210-7422

事務局 0287-62-0768 info@smallhydro.tochigi.jp

稲川　裕之 0287-62-0828 http://smallhydro.tochigi.jp

事務局 0946-21-7007 work@p-time.xsrv.jp

矢野荘介・古賀智利 0946-21-7008

環境エネルギー事業部 03-6695-8190

03-6695-8191 http://www.smfl-mp.co.jp

03-5403-4750

03-5403-4753 http://www.mirai-energy-partners.jp

三井金属エンジニアリング株式会社

株式会社モッチ技研

株式会社ヤマウラ

企業・団体名

愛知時計電機株式会社

シントウエナジー株式会社

栃木県小水力利用推進協議会

福岡県小水力利用推進協議会

SMFLみらいパートナーズ株式会社

みらいエネルギー・パートナーズ株式会社

山形県小水力利用推進協議会

能代電設工業株式会社

若築建設株式会社

企業・団体名

鹿児島県小水力利用推進協議会

全日本自治団体労働組合

昱株式会社

株式会社奥村組

株式会社熊谷組

国土開発工業株式会社

西南電気株式会社
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