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Great at Control

SG WIND JAPAN

Global Lightning Protection Services WT lightning protection and monitoring 
products, design and testing 風車の避雷、製品・設計・試験工程のモニタリング

K2 Management Owner's engineer, lender's technical advisor, 
project and asset management

風車・プロジェクトオーナーのエンジニア
投資家の技術アドバイサー、プロジェクト及び資産管理

LM Wind Power
LM Wind Power is the world’s leading 
independent supplier of blades for wind 
turbines

LM Wind は世界一のブレードのサプライヤーです

MARTIN BENCHER Specialist in project forwarding and oversized, 
heavy cargo handling プロジェクト輸送、大型貨物・重量物輸送のスペシャリスト

Mita-Teknik
One-stop-shop for WTG control systems, pitch 
control, SCADA solutions, condition monitoring 
(CMS) and WTG retrofit

風車の発電機のコントロールシステム、ピッチコントロール
SCADAソリューション、コンディションモニタリング(CMS)
レトロフィットのワンストップショップ

Solid Wind Power

Solid Wind Power 
Proven performance  
Proven technology 
Easy transportation 
Investors’ best choice for small wind

ソリッドウインドパワー 
実績ある性能 
実績あるテクノロジー 
容易な輸送 
小形風力にて投資家の最良の選択

Svendborg Brakes
Trusted braking solutions. Unmatched quality, 
state of the art test center & global service 
solutions

信頼されたブレーキ・ソリューション。他には真似できない品質、最先端のテスト・センター、全世界で対応

SG Wind Japan

Blades – inspection and repair 
Service and maintenance 
Onshore and offshore 
Installation and commissioning 
D-String and LEP technologies

ブレード – 点検および修理 
サービスおよびメンテナンス 
陸上および洋上 
設置および試運転 
およびLEP テクノロジーD ストリング

Vento Energy Support
Installation support, spare parts & main 
components, service & maintenance, onshore & 
offshore

建設に関する支援、スペアパーツと主要設備、サービスと保守、陸上・洋上



300社を超えるデンマークの世界的風力関連企業への近道
デンマーク・パビリオン
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The Danish Wind Export Association is a 

network of Danish suppliers to the wind 

industry. The Danish companies have 

more than 30 years of experience in wind 

and offer:

• Innovation

• Reliability

• Quality

Danish Wind Export Association

(デンマーク風力輸出協会)は　　　

風力関連企業のネットワークです。

デンマーク企業は30年以上の

風力発電事業での経験があり

・  信頼

・  高品質

・  技術革新

を誇っています。
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