
東4・5ホールにて同時開催

主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン 主催：再生可能エネルギー協議会主催：一般財団法人省エネルギーセンター 主催：一般社団法人表面技術協会
日本鍍金材料協同組合
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

主  催

会  場 東京ビッグサイト 東 5 ホール

リアル展会期 水2023. 2.1　  ▶ 3 金

オンライン展会期 木2022.12.1　  ▶ 2023.2.28 火
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産業向け水処理ソリューション企 画

用水処理から排水処理・水資源の回収・再利用まで、工場・施設における
水処理の課題、水質管理、コスト削減、省エネ、エネルギー利用など民間
エンドユーザー向けのテーマ企画
● ドレン水、ボイラー水の水処理・再利用
● 雨水利用の冷却水システム
● IoT設備状態、水質の遠隔管理
● 水リスク評価・目標管理、TCFD対応

● 廃液、廃水、汚泥の減容化・リサイクル
● 嫌気性(メタン発酵)処理装置
● 水道・ガススマートメーター
● ポンプソリューション　など

 出展料（税別）　1小間= 9m2（間口3m×奥行き3m）

企　業 1小間  ¥340,000
独法・公的機関・学校各研究室 1小間  ¥180,000

※	小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費	
および使用料は含まれていません。

 申込・問合せ先

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1セレスティン芝三井ビルディング
TEL：03-5657-0757　 FAX：03-5657-0645　
E-mail：interaqua@jtbcom.co.jp

（株）JTBコミュニケーションデザイン　InterAqua 事務局

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。PDFの申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込みください。

1	申込締切日：2022年9月30日（金）
※	申込締切日前でも予定小間数になり次第締め切りますので、お早めにお申込みください。

2 出展申込の取消：出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。
※但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、右記の基準で解約料をお支払いいただきます。
※但し、仮申込の場合は除く。詳細は出展申込書「裏面	規約1.」をご確認ください。

 申込方法

書面による解約通知を
受領した日を基準とする 解約料率

2022年8月1日（月）〜9月30日（金） ご請求額の50％

2022年10月1日（土）以降 ご請求額の100％



本展の特⻑・ご出展のメリット

⽔処理・計測・分析技術を中⼼に–2010年から毎年開催する“⽔”の専門展示会です

・化学
・鉄鋼
・食品／飲料
・紙パルプ加工

・自動車／輸送機器
・電子機器
・精密加工
・印刷　　   …など

設備の稼働改善
予防保全メンテナンス費用

管理負荷の軽減
生産性、製品品質の

維持向上

地下水利用

設備・施設全体の省エネ、節水

エネルギーコスト削減 工場廃熱
回収利用

水処理プロセスの省エネ
排水回収・再利用

減容化、有価物回収
産廃処理コスト削減

メタン発酵処理・バイオガス創出
（熱利用・発電）

環境負荷、
CO2排出量削減水・環境リスク対策

ウォーターフットプリント

水・エネルギー・ユーティリティの需要家
製造業・工場

ENEX展との同時開催によりエネルギーとユーティリティの両面から⺠間エンドユーザーの課題解決を⽀援します

深紫外線 × ⽔処理が拓くウィズコロナ·アフターコロナの未来
コロナ社会を⽀える深紫外LEDの開発
研究開発法人理化学研究所 平山量子光素子研究室 主任研究員　平山秀樹 氏

スタンレー電気の深紫外LEDによる⽔殺菌技術
スタンレー電気株式会社 横浜技術センターＵＶ事業推進プロジェクト 主任技師　岩崎達行 氏

脱炭素·循環型社会に向けた下⽔道分野の革新的技術 －B-DASHプロジェクトの現在と実用化の加速へ－
下⽔道による脱炭素社会への貢献に向けて
国土交通省 水管理·国土保全局 下水道部下水道企画課国際技術室  
下水道国際推進官　大上陽平 氏

「 単槽型硝化脱窒プロセスのICT·AI制御による 
高度処理技術実証事業」のご紹介

メタウォーター株式会社 事業戦略本部 R&Dセンター 水再生技術開発部 担当課長　中村高士 氏

新型汚泥焼却技術OdySSEA（オデッセア）について
JFEエンジニアリング株式会社 環境本部 アクア事業部 バイオマスプラント部  
プロジェクト室 焼却グループ　松井威喜 氏

脱炭素社会の⽔処理イノベーション

中央大学 理工学部 人間総合理工学科 教授　山村寛 氏 下⽔汚泥の炭化処理による高付加価値化と脱炭素社会への貢献
大同特殊鋼株式会社 機械事業部 設計部 溶融設備設計室 室長　加藤正士 氏

DX·脱炭素化に向けた『⽔処理AI最適運転』 メタ·アクアプロジェクトの取組み
栗田工業株式会社　菊地耕太郎 氏 / Fracta Leap株式会社　羽鳥修平 氏

GWRA⽔ビジネスセミナー「温室効果ガス削減技術の海外展開」
開会挨拶
海外水循環システム協議会（GWRA） 理事長　柳沢志好 氏

講演内容の概要
海外水循環システム協議会（GWRA）エグゼクティブアドバイザー　小林茂樹 氏

基調講演  温室効果ガス削減に係る環境省の施策について
環境省 地球環境局 国際連携課 国際協力·環境インフラ戦略室 室長補佐　渡辺聡 氏

温室効果ガス削減対策に対するGWRAの考え方
海外水循環システム協議会（GWRA） 事務局長　奥野裕 氏

高NH3-N含有排⽔のUASB法の適用
株式会社フジタ 水事業推進部 担当課長　角吉弘憲 氏

嫌気性膜分離活性汚泥法と一槽式アナモックスからなる生活排⽔処理システムの開発
三菱化工機株式会社 環境技術部 ソリューション技術課　花岡平 氏

併催セミナー“Aqua Week” 最新動向・技術の情報発信により質の高い来場動員を目指します
前回実施プログラム

前回来場企業 ※一部抜粋

来場者層はプラントエンジニアリング・設計コンサルタント・装置メーカーから実際の⽔処理プラントユーザーまで
製品・サービスの導入や購買、共同研究、協業や提携先開拓など、幅広いネットワーキング機会を提供します

栗田工業
前澤化成工業
三菱ケミカル
オルガノ
トーケミ
積水化学工業
スタンレー電気
マクセル
住友商事マシネックス
荏原製作所
イワキ

IHI 回転機械エンジニアリング
水道機工
前澤工業
三菱化工機
キーエンス
荏原実業
三浦工業
寺田ポンプ製作所
商船三井
鹿島建設
日立プラントサービス

関口廣建設
吉建興業
三機工業
水道機工
清水建設
八千代エンジニヤリング
ドリコ
日立造船
HIT エンジニアリング
JFE エンジニアリング
JGC

YSG ホールディングス
ウォーターテック
オルガノプラントサービス
ジュンテクノサービス
ゼニス羽田
ベルテック
安部日鋼工業
管清工業
三井 E&S 環境エンジニアリング
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
住友重機械エンバイロメント

日本ハム
アサヒグループエンジニアリング
エヌ・シー・コーポレーション
グリーンバリュー
サントリー MONOZUKURI エキスパート
ゼンショーホールディングス
デリカシェフ 習志野工場
バイオ・ファイン研究所
フレッシュダイナー
旭物産
岡谷鋼機

五洲薬品
三栄源エフ・エフ・アイ
富士フイルム
岩渕薬品
日本ゼトック
雪ヶ谷化学工業

東京都水道局
厚生労働省
愛知県農業総合試験場
横浜市水道局
九州環境エネルギー産業推進機構
経済産業省
文部科学省 科学技術・学術政策研究所
 など

　地球規模での水不足・環境問題への取り組みは、持続可能な社会を
形成するために喫緊の課題となっています。加えて日本においては本
格的な人口減少と、異常気象や社会変動のリスクが顕在し、具体的な
取り組みや根本的な見直しが必要となる時代を迎えています。企業活
動においても例外ではなく、脱炭素社会やSDGsへの対応などの観点
を取り入れた企業活動やマネジメントが求められています。

　InterAqua2023では、様々な水課題を解決する革新的な技術をは
じめ、今すぐに取り組むことの出来る事例などにもフォーカスし、“持
続可能な企業活動を支える水ビジネスの展示会”をコンセプトに開催
いたします。
　今回で第14回目を迎える本展示会は、国内外における水環境の課題
解決の場として、市場ニーズの多様化・複雑化に寄り添い、皆様と共
に発展してまいります。
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