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五十音順

P-1201 会津ラボ
P-0601 アイテス
P-0309 あったか森の国から
P-0908 アドラーソーラーワークス
P-0206 アメリカ州政府協会
P-0403 アモイグレースソーラーテクノロジー
P-0211 （特別展示）EV／トライブリッド蓄電システム TM

P-0605 石井建設
P-0307 インフォミクス
P-0202 ヴィズオンプレス
P-0308 エクセル
P-0407 エクソル
P-0201 エナテクス
 　エグテック
P-0607 NTTスマイルエナジー
P-0801 エヌ・ティ・ティ ネオメイト
P-1402 NTTファシリティーズ
P-1401 奥地建産
P-0205 岡村産業
P-0405 神奈川県
 　エコホールディングス
 　カネカソーラー販売
 　太陽住建
P-1602 カネカ

P-0608 京セラ
P-0305 クロスエリアシステム
P-1007 月刊スマートハウス
P-1101 ケミトックス
P-0604 相信電子
P-1001 サンパワージャパン
P-0906 資源総合システム
P-1201 ジゴワッツ
P-0802 Xiamen Goomax Energy Technology
P-0907 シュレッター・ジャパン
P-0902 新農林社
P-0905 聖陽
P-1003 セラテックつくば
P-0310 SOLAR JOURNAL
P-1603 ソーラーフロンティア
P-0401 太陽光発電協会（JPEA）
P-0301 太陽光発電事業者連絡会
P-0303 TAOKE
P-0102 筑水キャニコム
P-1302 千葉エコ・エネルギー
P-1002 鶴田電機
 　SMA Japan
P-1201 電力シェアリング
P-0302 東京都地球温暖化防止活動推進センター
P-0306 東芝ＩＴサービス
 　東芝環境ソリューション
P-1601 東芝三菱電機産業システム
P-0104 ニプロン

P-1005 日本カーネルシステム
 　クリマテック
P-0204 日本太陽光メンテナンス協会
 　野原ホールディングス
P-0208 日本ビジネス出版
P-0404 ネグロス電工
P-0103 廃ガラスリサイクル事業協同組合
 　環境保全サービス
P-1504 パナソニック
P-0501 パワーシフト・キャンペーン
 　FoE Japan
 　環境エネルギー政策研究所
 　気候ネットワーク
 　自然エネルギー 100％プラットフォーム（CAN－Japan）
 　市民電力連絡会
P-0602 PVJapan
P-1103 ブイキューブロボティクス
P-1006 富士アイティ
P-0603 FUJIAN ZHANGZHOU ANTAI ALUMINIUM
P-0409 フジテックス
P-0909 香港貿易発展局
P-1303 丸文
P-1301 三井住友建設
P-1403 三菱電機
P-0702 メデア
P-1102 ラプラス・システム

P-0606 Looop
P-0406 ローカルVPPイニシアティブ
P-0703 YYC

PA-09 応用物理学会
PA-10 神奈川工科大学 板子研究室
PA-03 九州工業大学大学院生命体工学研究科 早瀬研究室
PA-01 東海大学チャレンジセンター（東海大学ソーラーカーチーム）
PA-06 東京大学先端科学技術研究センター 岡田研究室
PA-02 東京理科大学 総合研究院 太陽光発電技術研究部門
PA-05 豊田工業大学 スマートエネルギー技術研究センター
PA-07 名古屋大学 宇佐美・黒川研究室
PA-04 NEDO 『高性能・高信頼性太陽光発電の発電
 コスト低減技術開発』 事業 6 大学コンソーシアム
 （豊田工業大学・明治大学・九州大学・名古屋大学・
 東京工業大学・兵庫県立大学）
PA-08 北陸先端科学技術大学院大学 大平研究室
PA-12 北海道大学 電子科学研究所
PA-11 有機系太陽電池技術研究組合

 

R-1501 EUパビリオン
 　Camfridge
 　Cartflow - One Shot Blade®
 　CORNIS
 　Coveme
 　CPSL-Group
 　CS Control Software
 　Ecomembrane
 　enercast
 　ERK Eckrohrkessel
 　EXOES
 　F.lli Paris Srl a socio unico ／
 　SEALCORE Network
 　Geppert
 　GOING GREEN
 　Green Fuels
 　GreenCom Networks
 　Hexicon
 　HoSt BIO ENERGY SYSTEMS
 　HyGear
 　Onyx Solar Energy
 　Plugit Finland
 　Plugwise
 　Rehart

 　Solargis
 　SolarNext
 　Sunamp
 　Sunfire
 　Swimsol
 　Uniconfort italy
 　Volterion
 　Wello
 　Wirepas 
 　Zuccato Energia
R-1502 イタリア大使館 貿易促進部
 　インフラストゥルットゥーレ／エルゴ サン ジャパン
 　エウロドロップ
 　エスペ
 　グルッポ RM
 　ゼコ
 　リセット
R-0712 英弘精機
R-0608 科学技術振興機構
R-1811 環境新聞社
R-0313 九州地域戦略会議「再生可能エネルギー産業化推進委員会」
R-0903 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
 　福島県（福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会）
 　郡山市
R-1808 GPSSホールディングス
R-1211 JAGシーベル
R-0501 自然エネルギー推進市民フォーラム
 　エスコット

 　エフ・プランニング
 　オンウエーブ
 　紙敷自然塾
 　fu～fu～隊
R-1511 自然電力
 　GUGLER Water Turbines
R-0303 新エネルギー・産業技術総合開発機構
R-1209 水力アカデミー
 　アジア航測
 　イームル工業
 　オーティーエス／オリジン電気
 　田中水力
 　中越工業
 　東京発電
 　日本エンヂニヤ
 　藤巻建設
R-1508 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
R-0701 太陽光発電所ネットワーク
R-1911 WWS-JAPAN
 　イー・セレクト
R-0413 寺田鉄工所
R-0911 日本気象協会
R-1008 日本工営
R-1010 日本小水力発電
 　マーベル
R-0301 日本ソーラークッキング協会
R-1508 日本地熱協会
R-0111 日本風力エネルギー学会

R-0312 日本風力発電協会
 　興電舎
R-0708 日立造船
R-0711 フジサンケイ ビジネスアイ
R-1208 三峰川電力
R-0908 横浜市
R-0613 量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所
R-1611 ロゼッタ

RA-04 愛知工業大学 エコ電力研究センター
RA-06 上野 康男（日本風力エネルギー学会個人会員）
RA-16 芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室
RA-13 千葉大学 大学院工学研究院 小倉研究室
RA-05 中部大学安林研究室ーみんな電力共同研究プロジェクト
RA-15 東京大学大学院農学生命科学研究科　
 バイオマス・ショア寄付講座
RA-07 東京電機大学工学部 グリーンエネルギー研究室
RA-14 東京農業大学 農学部 農学科 作物学研究室（森田ゼミ）
RA-11 長崎大学海洋未来イノベーション機構
RA-10 永田 龍彦（日本風力エネルギー学会個人会員）
RA-08 日本大学理工学部電気工学科 電力・エネルギー工学研究室
RA-01 日本太陽エネルギー学会
RA-03 日本地熱学会
RA-12 弘前大学 地域戦略研究所
RA-09 早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科 宮川研究室

アカデミックギャラリー 出展大学・研究機関

主催：
一般社団法人 太陽光発電協会

主催：
再生可能エネルギー協議会

第13回再生可能エネルギー世界展示会 出展者一覧
五十音順
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第13回再生可能エネルギー世界展示会

PA-09 応用物理学会
PA-10 神奈川工科大学 板子研究室
PA-03 九州工業大学大学院生命体工学研究科 早瀬研究室
PA-01 東海大学チャレンジセンター（東海大学ソーラーカーチーム）
PA-06 東京大学先端科学技術研究センター 岡田研究室
PA-02 東京理科大学 総合研究院 太陽光発電技術研究部門
PA-05 豊田工業大学 スマートエネルギー技術研究センター
PA-07 名古屋大学 宇佐美・黒川研究室
PA-04 NEDO 『高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発』 事業 6大学コンソーシアム
 （豊田工業大学・明治大学・九州大学・名古屋大学・東京工業大学・兵庫県立大学）
PA-08 北陸先端科学技術大学院大学 大平研究室
PA-12 北海道大学 電子科学研究所
PA-11 有機系太陽電池技術研究組合

RA-04 愛知工業大学 エコ電力研究センター
RA-06 上野 康男（日本風力エネルギー学会個人会員）
RA-16 芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室
RA-13 千葉大学 大学院工学研究院 小倉研究室
RA-05 中部大学安林研究室ーみんな電力共同研究プロジェクト
RA-15 東京大学大学院農学生命科学研究科バイオマス・ショア寄付講座
RA-07 東京電機大学工学部 グリーンエネルギー研究室
RA-14 東京農業大学 農学部 農学科 作物学研究室（森田ゼミ）
RA-11 長崎大学海洋未来イノベーション機構
RA-10 永田 龍彦（日本風力エネルギー学会個人会員）
RA-08 日本大学理工学部電気工学科 電力・エネルギー工学研究室
RA-01 日本太陽エネルギー学会
RA-03 日本地熱学会
RA-12 弘前大学 地域戦略研究所
RA-09 早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科 宮川研究室

■PVJapan2018 セミナー一覧 ■グランド再生可能エネルギー2018 国際会議　特別セッション

PVJapan2018 スポンサー企業 （社名五十音順）

ゴールドスポンサー

シルバースポンサー

アカデミック
ギャラリー

※使用言語は英語（同時通訳あり）

13：00～17：30 NEDOセッション at GRE2018
「再生可能エネルギーが創る新たな未来～低炭素社会の実現へ～」

6月19日（火）

6月20日（水）

10:00～12:05 FREAセッション
「再エネ分散電源の導入突破への挑戦」

セミナー名 会　場 主　催

セミナー名 会　場 主　催

（国研）産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所

（国研）新エネルギー・
産業技術総合開発機構会議センター5F　501-502会議室

会議センター5F　501-502会議室

13:00～16:30 JSTセッション
「再生可能エネルギー由来アンモニアへの期待と展望」

6月21日（木）

13:20～17:00
ESI/NEDO/IEAセッション
「エネルギーシステム改革の可能性の最大化
－ IEA “System Integration of Renewables”からの示唆 －」

セミナー名 会　場 主　催

東京大学 生産技術研究所
エネルギーシステムインテグレーション
社会連携研究部門（ESI）

（国研）科学技術振興機構会議センター5F　501-502会議室

会議センター5F　502会議室

アネックスホールF203・204 （一社）太陽光発電協会13:15～17:00

6月20日（水） セミナー名 会　場 主　催

アネックスホールF201・202

アネックスホールF201・202

アネックスホールF201・202

アネックスホールF201・202

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会

15:45～16:15

14:30～15:15

13:15～14:00

10:30～12:00

13：00～15：10 アネックスホールF203・204 （一社）太陽光発電協会

アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会13:15～14:45

6月21日（木） セミナー名 会　場 主　催

11:00～11:45

10：15～10：45

10：15～12：00

アネックスホールF203・204

アネックスホールF203・204

アネックスホールF201・202

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会

（一社）太陽光発電協会15：15～16：45 アネックスホールF201・202

ラウンジ

ラウンジ

開会の挨拶

【SS-1】スペシャルセミナー
  京都大学／エネルギー戦略研究所セミナー「分散型エネルギー資源と空容量問題」

第１部　分散型資源の取引
  [１] プロシューマーの市場参加－トランザクティブエナジーの時代／
 　   米国のDER（分散型資源）取引を巡る動向
  [2] 欧州のDER（分散型資源）取引を巡る動向

第2部　送電線空容量問題と電力取引
  [１] 送電線空容量問題と電力取引
  [2] 電力取引とグリッドシステム

  [3] 気候変動外交のダイナミズムと重要性を増す再生可能エネルギー

  [2] 再生可能エネルギー政策の今後の展望

  [１] 太陽光発電の確実なる主力電源化に向けて

【ES-1】エグゼクティブセミナー

【BS-3】ビジネスセミナー
  FIT申請を行う上でのポイント

【BS-2】ビジネスセミナー
  太陽光発電システムの構造安全確保への取り組み

【BS-1】ビジネスセミナー
  自動車電動化の進展と再エネ導入を見据えた自動車用電池の再利用ビジネス

  [５] 住宅用太陽光発電の設計と施工

  [４] 住宅用太陽光発電市場について

  [３] 平成30年度ZEH及び住宅省エネ化支援施策について2

  [２] 平成30年度ZEH及び住宅省エネ化支援施策について1

  [１] 平成30年度のZEH支援に関する施策について

  ごあいさつ

【SS-2】スペシャルセミナー
  平成30年度ZEH等支援策とZEHビルダーのための住宅用太陽光発電の設計と施工セミナー

  [２] 水上太陽光発電による地方創生

  [１] 再エネ導入拡大に向けた富士通の取り組み

【BS-7】ビジネスセミナー

【BS-6】ビジネスセミナー
  実邸データから見た2019年問題対応策

【BS-5】ビジネスセミナー
  FIT申請を行う上でのポイント

  [３] “ユーティリティ3.0”～変革が進む電力システム・エネルギー産業の展望～

  [２] 日本版コネクト＆マネージの早期導入に向けた取り組み

  [１] 再生可能エネルギー大量導入と制度のあり方

【BS-4】ビジネスセミナー

  [3] 農山漁村の活性化につながる再生可能エネルギーについて

  [2] 脱炭素社会の主役である太陽光発電の支援補助金などの環境省政策について

  [１] 最近の太陽光発電協会の取り組み

【ES-2】エグゼクティブセミナー
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6月20日（水） 6月21日（木） 6月22日（金）

日本気象協会
事業本部 環境・エネルギー事業部
エネルギー事業課　松田 真
日射量推定・予測技術の最新動向と
近年の日射量の特徴について

日本気象協会
事業本部 環境・エネルギー事業部
エネルギー事業課　宇都宮 健志
日射量推定・予測技術の最新動向と
近年の日射量の特徴について

アイテス
製品開発部 営業課 課長　谷畑 潤　
発電事業者のための太陽光パネル点検講座
～20年間の発電累積損失を防ぐ
ソラメンテのインピーダンス測定～　　

パワーシフト・キャンペーン　
環境エネルギー政策研究所／
自然エネルギー100％プラットフォーム
古屋 将太　　　　　
自然エネルギー100％をめぐる世界の動向と日本

（日本太陽光メンテナンス協会）                
野原ホールディングス
事業開発部 再生エネルギープロジェクト
室長　増田 幹弘　　　　　
雑草が太陽光発電所に与えている影響やリスク

みんな電力
新電力事業部 部長補佐　真野 秀太
「顔の見える電力」サービスと
ブロックチェーン技術を活用した
RE100サービスについて

日本気象協会
事業本部 環境・エネルギー事業部
エネルギー事業課　宇都宮 健志
日射量推定・予測技術の最新動向と
近年の日射量の特徴について

野原ホールディングス
再生エネルギープロジェクト　布施 恭一
事業計画とO＆Ｍの見える化と効率化の
事例（JPEA O＆Ｍタスクフォース）

ジゴワッツ
代表取締役
柴田 知輝
多機能型EV普通充電器「Ella」

富士アイティ　
エネルギーソリューション事業部
アシスタントマネージャー　橋本 康訓
系統安定化制御ソリューションのご紹介

電力シェアリング
代表取締役社長　酒井直樹
ブロックチェーンを活用したP2P太陽光発電で
創造された環境価値・電力シェアリングによる
新たな市場創造

セラテックつくば
再エネ事業部 部長
荷見 次郎
知っておきたい「パネル洗浄」効果の
本当のところ

（ローカルVPPイニシアティブ）
富士通総研
コンサルティング本部 行政経営グループ
プリンシパルコンサルタント
上保 裕典
ローカルVPPによる地域エネルギーサービスの展開

出展者によるセミナーに加え、新たに最新の市場変化をとらえた４分野のセミナーを行います。

新分野２（橙色）

新分野１（黄色） 再エネのデジタイゼーション 新分野３（水色） 広がる水上設置　　

農業分野での新たなビジネスモデル 新分野４（黄緑色）再エネ供給拡大をめざす電力

PVJapan2018 出展者セミナー

エクソル
工事部 部長　丸山 英明　
低圧太陽光発電所の抱える問題点
～太陽光発電所評価検査
サービス開始から3年を迎えて～

会津ラボ
クリーション事業部 プロジェクトマネージャー
常世 仁一
スマートプラグを活用した福島県実証のご紹介

日本ビジネス出版
季刊「環境ビジネス」編集長
白田 範史
FIT“0”ビジネスモデル構想

富士アイティ　
エネルギーソリューション事業部
アシスタントマネージャー　橋本 康訓
系統安定化制御ソリューションのご紹介

エクセル
技術部　小林 稔　　　　　　　
JPEA太陽光発電保守点検ガイドラインに
準拠した測定に最適な測定器の御紹介

エナテクス
ソーラー事業課 課長
尾嶋 宣彦　　　　　　　　　
営農活動を支える太陽光設置方式

千葉エコ・エネルギー 
代表取締役
馬上 丈司
自然エネルギーと農業の新時代

三井住友建設
事業開発推進本部 企画推進部 課長
楢原 奈保子
新たな市場拡大「水上設置」

富士アイティ　
エネルギーソリューション事業部
アシスタントマネージャー　橋本 康訓
系統安定化制御ソリューションのご紹介

パワーシフト・キャンペーン
気候ネットワーク　伊与田 昌慶
自然エネルギーvs.石炭？～
パリ協定・国連気候変動交渉の最新動向から～

13：00～14：00 アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会【SS-3】スペシャルセミナー
  太陽光発電事業の評価ガイドについて

14：15～15：00 アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会【BS-9】ビジネスセミナー
  浜松市のエネルギー政策について

15：15～16：00 アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会【BS-10】ビジネスセミナー
  太陽光発電システムの構造安全確保への取り組み

13：15～14：00 アネックスホールF203・204 （一社）太陽光発電協会【BS-8】ビジネスセミナー
  欧州は再生可能エネルギーの主力電源化にどう取り組んでいるか

16：15～16：45 アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会【BS-11】ビジネスセミナー
  FIT申請を行う上でのポイント

アネックスホールF201・202 （一社）太陽光発電協会10：15～11：45

  [２] 進化するペロブスカイト薄膜太陽電池

  [１] 太陽電池の最新開発動向

【TS-1】技術セミナー

アネックスホールF203・204 （一社）太陽光発電協会10：15～12：15

  [２] 世界のPV 導入動向とLCOE の推移の予測

  [１] 米太陽光市場の動向：企業・コミュニティがRE100で再エネをけん引

【IS-1】国際セミナー

アネックスホールF203・204 （一社）太陽光発電協会14：30～16：00

  [２] アフリカ諸国を中心とした発展途上国で期待される太陽光発電の貢献と普及に係る諸条件

  [１] 気候変動を取り巻く企業のリスクとビジネスチャンス（緩和と適応）

【IS-2】国際セミナー

6月22日（金） セミナー名 会　場 主　催

6月12日現在の情報です。

※都合により演題、講師、講演内容、会場は一部変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください。
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