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①東洋電機製造株式会社

出展コンセプト①～⑫
②ダイプラ株式会社

実績約 100 件。東洋電機製造の
パワコン方式は、単独運転検出
機能を内蔵し、事前シミュレー
ション不要で連系申請が可能
です。流量や落差変動に対する
可変速運転や自立運転・力率調
整機能も有しています。

内圧用ダイプラハウエル管
は、軽量かつ EF 融着（電気
融着）継手による一体管路
を構築出来る為、狭地・急
傾斜地の多い小水力発電用
水圧管路に適しています。

④株式会社イノアック住環境

⑤株式会社シーテック

地形に沿った曲げ施工、地震
に強い接合品質、幅広い配管
口径と耐圧品種を揃えた高性
能ポリエチレンパイプ
『AIPOLY BROADPIPE』で小水
力発電用水圧管路をご提案し

当社は、オズバーガー社製ク
ロスフロー水車の日本販売
店として、機器販売から設
置・施工・運用のトータルサ
ポートにより、小水力発電の
普及に務めています。

ます。

⑦三井金属エンジニアリング株式会社
長期信頼性や耐震性が強く求
められる中、可撓性や耐食性
のある PE 管は大きな注目を
集めており、当社は小水力発
電用露出管や高圧管等、様々
な ニ ーズ に お応 え して い ま

⑧株式会社三英社製作所
逆潮流する発電設備に係わ
っている方は注目！小水力
発電に限らず単独運転検出
装置が必要な方は当社ま
で。日本全国サポートいた
します。

③日本水力開発株式会社
国内実績も多々あり高品質
で知られる MAVEL 社水車の
正規代理店。GPSS グループ
の水力専業デベロッパーと
して自ら発電事業の組成や
投資を行なっています。

⑥いであ株式会社
環境省では、小水力発電等の環
境技術の効果を第三者が客観的
に実証する環境技術実証事業を
実施しています。当社は今年度
の実証運営機関として事業の広
報等を行っています。

⑨田中水力株式会社
弊社が設計・製造する水車は、
小水力発電におけるすべての
適用範囲をカバーしており、
貴計画の地点に最適な水車を
ご提案します。展示内容：フ
ランシス水車の模型等。

す。

⑩株式会社ケネック
(株)ケネックは小水力発電
を始めるための事前調査に
欠かせない流速計の開発・
製造・販売を行っているメ
ーカーです。

⑪株式会社新日本コンサルタント

⑫日本エンヂニヤ株式会社

小水力発電に関する調査・
計画から設計・施工・運営
までを行い、地域社会の発
展と小水力導入促進に貢献
できる企業を目指していま

小水力発電は「除塵」が成
否の分かれ目です。逆流洗
浄機能をプラスした除塵ス
クリーン。維持管理負担の
軽減と施設稼働率の向上に

す。

貢献します。
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⑬株式会社協和コンサルタンツ
近年の停電時における緊急
時の電源確保が急務となっ
ています。そこで、ため池を
利用した小水力発電装置と
専用蓄電池を提供し、緊急時
の電源確保を図ります。

⑯⑰日本小水力発電株式会社
欧州製水車と国内制御装置
を組み合わせた小水力発電
プラントエンジニアリング
で、地点調査からメンテナン
スまでのトータルソリュー
ションをご提供いたします。

⑳株式会社広洋技研
発電機の前処理用除塵機のメ
ーカーです。ワイヤーベルト
スクリーンは落葉除去用専用
機としての機能に優れた製品
で、発電機の保護と発電効率
を 向 上さ せ る自 動 除塵 機 で

出展コンセプト⑬～㉕

⑭東京発電株式会社
2028 年に創立 100 周年を迎え
ます中小水力等の発電設備を
運転・保守・新規開発等に取
組み、今後も感謝の心を胸に、
常に変革に挑戦し、持続可能
な社会づくりに貢献します。

⑮さいたま市水道局
水道局では「人と環境にや
さしい水道」を基本理念の
一つに掲げており、その取
り組みの一環として小水力
発電設備を設置していま
す。

⑱株式会社海洋開発技術研究所 ⑲東芝プラントシステム株式会社
除塵機，クロスフロー水車に
ついて、設計～施工まで自社
管理による安心の一気通貫
体制。お客様の御要望や、設
置場所の環境に応じて柔軟
に対応いたします。

水資源の可能性を、豊かな
社会の実現に！長年にわた
り培ってきた水力発電分野
の高度な技術と社会インフ
ラ分野の豊富なノウハウで
お応えします。

株式会社フソウ

㉑株式会社クボタケミックス ㉒ ハイドロパワーソリューションズ
カーボンブラックを配合した
ポリエチレン管は、耐候性に
優れ露出配管が可能。電気融
着で管が、一体化し強靭で腐
食にも強く小水力発電の圧送
管路にご使用いただけます。

イタリア ZECO 社と提携し、水
力発電の開発・製造・販売・
メンテナンス及び、新設や部
分更新、資機材の調達や施工
も含めたトータルな水力発電
のご提案をいたします。

㉓国立大学法人長崎大学

㉔三峰川電力株式会社

㉕イームル工業株式会社

革新的羽根車を搭載したマイ
クロ水力発電システムを展示
します。出力 10W 級の可搬型
電源の電力を利用したマイコ
ン制御システムによる農業支

発電事業における概略検討、事
業計画、設計・施工、保守運用
の各フェーズにおけるサポー
トサービスを提供しておりま
す。
それぞれのご要望について

援サービスをご提案します。

弊社までご相談ください。

す。

イームル工業は水力発電に
関するトータルサービスを
通じて地域の発展に貢献す
る企業を目指します。
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㉖JAG シーベル株式会社
JAG シーベルでは超低落差型
のマイクロ水力から、海外水
車メーカー等との協力によ
る各種水車のラインナップ
でさまざまな条件に適した
水車をご提案いたします。

㉙株式会社センシズ

出展コンセプト㉖～㊳

㉗株式会社モッチ技研
発電効率低下の原因となって
いるゴミ。高い発電効率実現
は、いかにゴミを除去できる
かです。弊社は高い技術力と
多くの経験から最適な除塵機
の提供を可能としています。

㉚株式会社三井三池製作

小水力発電の水位・流量調査に
最適な、高精度投げ込み式水位
センサと専用データロガーを
展示致します。簡単操作で水位
観測・水位データの記録が可能
で、環境性も抜群です。

水車・発電機・制御盤類など
の主要機器を自社製造。高効
率な水車発電機の提供によ
り事業性 UP にも寄与。総合
技術力で小水力発電市場全
体の発展に貢献します。

㉝㉞株式会社栗本鐵工所

㉟㊱朝日機工株式会社

「 BEYOND THE BORDER ！ 」
110 年の歴史で培った製品・
技術力により、快適で安心な
社会の実現のため、小水力発
電における最適な管路システ
ムをご提案致します。

当社は高効率水車・水門・除塵
機の設計製作及び保守管理を
ワンストップで請負います。シ
ミュレーションと実験結果よ
り、本年９月に５００ｋＷの第
１号機水車を納めました！

㉘WWS-JAPAN 株式会社
WWS-JAPAN は、オーストリアの水車
メーカーWWS 社の日本法人です。
WWS-JAPAN は、ＷＷＳ社の全面的支
援と技術提携を受けて、永く培われ
てきたオーストリアの水力発電技
術を日本に導入します。

㉛㉜荏原商事株式会社
当社は上下水道事業を展開し
70 余年、1988 年竣工の安川発
電所から 30 年の水の総合エ
ンジニアリング企業です。今
回水道設備に適した小水力発
電設備をご紹介致します。

㊲㊳積水化学工業株式会社
水圧管路に最適な「エスロン
RCP」とエネルギー利用効率の
高いスムーズベンド「FTR-3D
曲管」を用いた小水力発電シ
ステムでローカルエネルギー
の生産を実現します。

協賛企業
ｉＮＥ開発株式会社
株式会社セントラル・ニューテクノロジー
能代電設工業株式会社
若築建設株式会社

