出展企業
株式会社新日本コンサルタント

朝日機工株式会社

小水力発電に関する調査・計画から設計・施工・

事業性検討から小水力発電で使う全設備の設

運営までを行い、地域社会の発展と小水力導入

計、製作、据付、保守をワンストップでお請けい

促進に貢献できる企業を目指しています。

たします。水車はフランシス、ペルトン、クロス
フローをラインナップしています。

株式会社ウエノ

株式会社協和コンサルタンツ

計画段階で必要となる流量観測から始まり、水

「インフラマルチパック」で災害対策を。農業用

位流量曲線図や流況表作成までお手伝い致しま

水路などの小さな落差で小水力発電を行い、そ

す。調査期間中の水位計・流速計の据え付け施工

の電気を飲料水ろ過装置や小型 EV にも利用で

も自社で一貫して請け負います。

きる災害対策システムです。

水のちから出版

三峰川電力株式会社

全国小水力利用推進協議会の出版社です。

発電事業における概略検討、事業計画、設計･施

毎年、大会開催に合わせて小水力発電事例集を

工、保守運用に関して、各フェーズのサポートサ

発刊してきました。本大会でも「小水力発電

ービスを提供しています。それぞれのご要望に

事例集2021」を発刊予定です。

ついて、弊社までご相談ください。

愛知電機株式会社

東洋電機製造株式会社

当社は 80 年近くに渡り国内のメジャーな電力

小水力を中心に実績約 100 件。単独運転検出機

会社様に電力機器を納めております。今回は、欧

能を内蔵したパワコン方式のご案内です。
【地域

州製水車発電機と当社設計製造の制御盤を組合

一体要件】の災害時を含む電気の供給や遠隔に

わせた機器一式を紹介します。

よる出力調整可能です。

日本エンヂニヤ株式会社

株式会社広洋技研

小水力発電・農業用水の安定した塵芥除去を実

発電機の前処理用除塵機のメーカーです。ワイ

現。河川の堰堤・頭首工、河川から分水路・落差

ヤーベルトスクリーンは落葉除去用専用機とし

工、沈砂池・ヘッドタンクに設置できる除塵機Ｊ

ての機能に優れた製品で、発電機の保護と発電

ＪＳシリーズを展示致します。

効率を向上させる自動除塵機です。

株式会社柿本商会

日本水力開発株式会社

総合設備業として培ったノウハウを基に制作し

GPSS グループの一員である日本水力開発（株）

た弊社の監視システム「監視番」で、事業者様の

は、地域の皆さまと共に、自然資源である水を活

ご要望に沿ったシステムをご提案いたします。

かして、地域のサステナビリティの実現を後押
しします。

東京発電株式会社

北陸電力株式会社（北陸電力グループ）

1928 年創立以来、水力発電開発に取組み、関東中心に 77

北陸電力グループは水力発電所の新設や大規模

か所の中小水力発電所を有する。これまでの蓄積技術に

改修による発電電力量増加，風力発電等の再生

より、他社水力発電所の運転監視・設備点検業務等を受

可能エネルギー開発を進め，2050 年のカーボン

託するなど、水力発電のプロフェッショナル。

ニュートラルに挑戦します。

田中水力株式会社

日本小水力発電株式会社

水車・発電機・制御盤類から成る水力発電プラン

弊社は、これまで全国 30 カ所に小水力発電設備

トの設計開発・製作・工事・保守、国内納入実績

を提供しております。地域の経済や文化の発展

180 カ所以上、海外納入実績 20 カ所以上で、地

に重要な事業と考え、持続可能な社会の実現を

球環境に貢献致します。

目指し、地域社会に貢献します。

JAG シーベル株式会社

WWS-JAPAN 株式会社

自社開発の低落差型マイクロ水力から、海外製

WWS-JAPAN（株）はオーストリアの水車メーカー、WWS

の水車などさまざまな条件に適用する水力発電

Wasserkraft GmbH の日本法人です。5kW~10MW 級の

システムの提案ならびに事業性評価、調査、コン

小水力発電に特化し、供給しています。福井県坂井市で

サルティングを行っております。

最新のモデルプラントが稼働開始し、見学可能です。

株式会社三井三池製作所

株式会社フソウハイドロパワーソリューションズ

水車・発電機・制御盤類などの主要機器を自社製

フソウグループの水力発電ソリューション企業

造。高効率な水車発電機の提供により事業性 UP

です。水力発電機器の設計・施工・販売・保守に

にも寄与。総合技術力で小水力発電市場全体の

加え、自社製の水圧鉄管、並びに付帯設備を一貫

発展に貢献します。

して提供いたします。

株式会社北陸精機

株式会社シーテック

小水力発電装置「パワーアルキメデス」を開発商

当社は、オズバーガー社製クロスフロー水車の

品化して販売している。これまでに全国５０ヵ

日本販売店として、機器販売から設置・施工・運

所以上納入し稼働している。メンテナンスが楽

用のトータルサポートにより、小水力発電の普

で価格も安い等多くの特徴がある。

及に務めています。

積水化学工業株式会社

株式会社イノアック住環境

水圧管路に最適な「エスロン RCP 」とエネルギ

最新鋭の高速押出し機を所有。設計や工事も含

ー利用効率の高いスムーズベンド「 FTR 3D 曲

め、あらゆる視点でご提案が出来る PE パイプメ

管」を用いた小水力発電システムでローカルエ

ーカーです。施工もお請け出来ますのでお気軽

ネルギーの生産を実現します。

に弊社ブースにお立ち寄りください。

タキロンシーアイシビル株式会社

株式会社クボタケミックス
高密度圧力用ポリエチレンパイプをご提案します。ポリ

内圧用ダイプラハウエル管は、軽量かつ電気融

エチレン管路ならではの優れた特長で、ご採用実績も増

着（EF 継手）による一体管路の構築が可能なた

加中です。今年は大口径のサイズをラインナップし、バ
リエーションが拡大しました。ぜひともケミックスブー

め、狭窄地・急傾斜地での施工が多い水力発電用
圧力管路に最適な管材です。

スにお立ち寄り下さい。

株式会社栗本鐵工所

清水工業株式会社

クリモトグループは小水力発電事業で培った実

空気弁は管路から空気を排出することで、流量

績と技術力を活かし、ダクタイル鉄管・ＦＲＰＭ

損失に繋がる空気だまりを減らし、効率的な送

管・ポリエチレン管・バルブを用いた最適な管路

水をサポートします。上下水道、原水、農水、雨

システムをご提案いたします。

水向空気弁を幅広く提供します。

株式会社パシフィックコンサルタンツ

株式会社堀江商会
計る・測る・量る・図るをモットーに７４年！測

私たちは、総合建設コンサルティング会社で、

量器・気象機器・オフィス什器の販売・メンテを

時代とともに複雑に変化する社会の課題に対し

中心に地域貢献を目指しております。お困りご

て、インフラエンジニアリングを核としたコン

との相談は堀江商会へ！

サルティングサービスを提供します。

協力出展
富山県

富山市

南砺市

国土交通省富山河川国道事務所

協賛企業

大高建設株式会社

川端鐵工株式会社

代表取締役社長 大橋 聡司

代表取締役

富山県黒部市宇奈月温泉 633-1

富山県黒部市生地芦区 247

東京都中央区日本橋本町 4-12-19

TEL 0765-62-1106/FAX 0765-62-1631

TEL 0765-56-8163/FAX 0765-56-8597

TEL 03-3661-0502/FAX 03-3661-5473

E-mail yamamoto@o-taka.co.jp

E-mail info@kanayago.co.jp

https://www.satokogyo.co.jp

株式会社サンコー

一般社団法人小水力開発支援協会

水機工業株式会社

代表取締役 稲波 良孝

代表理事 中島 大

代表取締役 大井 茂

富山県富山市元町 2 丁目 5 番 1 号

東京都豊島区巣鴨 2-11-4 第三高橋ビル 8 階

富山県富山市黒崎 172 番地

TEL 076-424-3050/FAX 076-424-3056

TEL 03-5980-7820/FAX 03-5980-7065

TEL 076-491-2533(代)/FAX 076-423-3368

E-mail contact@sancoh.toyama.jp

E-mail info@jasha.jp

E-mail eigyou@suikikogyo.co.jp

全国小水力利用推進協議会

飛島建設株式会社

富山県小水力利用推進協議会

会長

川端

佐藤工業株式会社
康夫

代表取締役社長 平間 宏

代表取締役社長 乘京 正弘

会長 市森

東京都豊島区巣鴨 2-11-4 第三高橋ビル 8 階

東京都港区港南 1-8-15 W ビル

富山県富山市奥田新町 1 番 23 号

TEL 03-5980-7880/FAX 03-5980-7065

TEL 03-6455-8300/FAX 03-6455-8321

（新日本コンサルタント内）

愛知 和男

友明

TEL 076-464-6520/FAX 076-464-6671

E-mail info@j-water.orgE-mail

学校法人富山国際学園 富山国際大学

日本海ガス株式会社

合同会社ハイドロリンク富山

学長 高木 利久

代表取締役社長 土屋 誠

代表 中川

富山県富山市東黒牧 65-1

富山県富山市城北町 2-36

富山県富山市天正寺 1353

TEL 076-483-8000/FAX 076-483-8008

TEL 0570-024-077/FAX 076-431-5656

TEL 090-2090-2297

豊

E-mail nakagawa@hydrolink-toyama.jp

E-mail soumu@tuins.ac.jp

丸新志鷹建設株式会社

ユニオン産業株式会社

若築建設株式会社

代表取締役社長 志鷹 新樹

代表取締役

代表取締役社長 烏田 克彦

富山県中新川郡立山町芦峅寺 49

富山県富山市南央町 3 番 33

東京都目黒区下目黒二丁目 23 番 18 号

TEL 076-481-1201/FAX 076-481-1203

TEL 076-429-5152/FAX 076-429-5195

TEL 03-3492-0271/FAX 03-3490-1019

E-mail sugita@shitaka.co.jp

E-mail info@union-industry.co.jp

澤井

勇

名刺広告
株式会社アルプス発電

水力発電コンサルタント株式会社

富山信用金庫

代表取締役 古栃

代表取締役

理事長 山地 清

均

有賀 明

富山県滑川市上小泉 2148 番地

富山県富山市下冨居 2 丁目 1-3

富山県富山市宝町通り 1 丁目 1 番 32 号

TEL 076-475-9214

TEL 076-456-3945

TEL 076-492-7300

FAX 076-475-8856

E-mail suiryoku-con@kc5.so-net.ne.jp

FAX 076-423-8363

日本海電業株式会社

株式会社深松組

藤村クレスト株式会社

代表取締役社長 若林 健嗣

代表取締役社長 深松 努

代表取締役社長 藤村 範夫

富山県富山市手屋三丁目 8 番 33 号

宮城県仙台市青葉区北山 1 丁目 2 番 15 号

富山県富山市窪新町 1 番 61 号

TEL 076-451-9666

TEL 022-271-9211

TEL 076-443-6066

FAX 076-451-9411

FAX 022-275-7012

FAX 076-443-6088

株式会社ミルコン
代表取締役社長 増永 栄一
富山県富山市布瀬本町 3-3
TEL 076-493-3495
FAX 076-493-8976

