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開 催 概 要
「InterAqua 2016 第7回国際水ソリューション総合展」は、水循環のスマート化をテーマに世界的水問題の解決に向け、水処理
に関する素材・部材、装置・機器などの要素技術から、ICTやセンサを活用した、省エネ化、省コスト化、長期の資産管理を見据
えた管理の高度化など、ユーティリティの最適化を目指した展示会です。
上下水道、工業用水、農業用水、治水に関わらず、世界の増大する水の『量』と『質』へのソリューションニーズを背景に、国内外
の水関連プレーヤーが水ビジネスの次代を切り拓くために集結し、シーズの導入から技術提携、企業アライアンスまで商談とネッ
トワーキングを展開する3日間となりました。
また、「enex」「Smart Energy Japan」「新電力EXPO」を始めとする、同時開催全11展示会の出展・来場者の皆様にビジネスマッ
チングシステムを提供し、展示会の枠組みを超えた商談機会をご提供いたしました。

名　称： InterAqua 2016  第7回国際水ソリューション総合展

会　期： 2016年1月27日（水）～29日（金）　10：00 – 17：00

会　場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1ホールおよび会議棟

主　催： 株式会社 ICSコンベンションデザイン 

後　援： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、公益社団法人 日本水道協会、
 一般社団法人 日本水道工業団体連合会、一般社団法人 海外水循環システム協議会、一般財団法人 日中経済協会、
 一般社団法人 ファインバブル産業会（FBIA）、公益社団法人雨水貯留浸透技術協会、日本脱塩協会、
 一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会　（順不同）

メディアパートナー： 日本水道新聞社（日本水道新聞、日本下水道新聞）、Global Water Intelligence（UK）、
 グローバルインフォメーション、環境新聞社、エヌ・ティー・エス
グローバルパートナー： Aquatech China 、Aqua Taiwan 、China Water Expo

同時開催展示会： 

開催規模 来場登録者数　※同時開催展含む

展示会

102社・団体 （前年比 121％）

 88小間 （前年比 116％）　

うち海外から 12企業・団体 ／ 10小間、 4ヵ国・地域

セミナー・カンファレンス

9プログラム／40セッション

受講者 約1,000名
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1月27日（水） 14,883名

1月28日（木） 16,251名

1月29日（金） 17,380名

3日間合計 48,514名



会期前から出展者・来場者にダイレクトアプローチ可能なビジネスマッチングシステム。登録者はシステムを利用
する事で、決定権者との面談や課題解決のパートナー探し、また、潜在顧客の発見をする事ができました。

展示会招待状 （主催者および出展者からのDM） 事務局メールマガジン

約 80,000 部 発行
［主催者配布先］
過去来場登録者、来場対象者、後援・
協賛・特別協力団体、関連省庁・自治体、
セミナー講師関連企業・団体、業界関
係プレス、ICSコンベンションデザイン
開催展示会の来場登録者（一部）

全20 回
35,000件の業界関係者データベース
に対し、出展者トピックス、注目セミ
ナー、業界動向・最新情報のコンテン
ツを定期的にお届けいたしました

国内／海外協力団体・メディアとのコラボレーションによるPR 海外展示会・会議でのPR
●日本水道新聞社 
　―「日本水道新聞」・「日本下水道新聞」・日本水道新聞社ホームページ
●（株）グローバルインフォメーション 
　― 購読・登録者へのDM 、メルマガ
●環境新聞社　「環境新聞」・「月刊下水道」
●（株）エヌ・ティー・エス
　― 関連分野書籍購読者へのメルマガ
●鍍金の世界
●日本水フォーラム
●Global Water Intelligence（UK）

American Water Summit 2015（アメリカ）
Aquatech China 2015（中国）

Aqua Taiwan 2015（台湾）
China Water Expo 2015（中国）

Global Water Summit 2015（ギリシャ）

来場プレス （一部抜粋、順不同）

シーエスプランニング、ジュピターテレコム、スマイルテレビ、セメント新聞社、ダイヤモンド・フリードマン社、テックタイム
ス、ビジネスワイヤ・ジャパン、フードジャーナル社、フジテレビジョン、ルミナス、化学工業日報社、環境新聞社、経済調査
会、建通新聞社、工業技術新聞社、三才ブックス、産業用水調査会、週刊エネルギー通信、昭文社、人民網日本、水産新聞社、
水道産業新聞社、石油化学新聞社、鉄鋼新聞社、電波新聞社、日刊工業新聞社、日経BP社、日報ビジネス、日本経済新聞社、
日本食糧新聞社、日本水道新聞社、日本設備工業新聞社、日本物流新聞社、日本放送協会、農経新報社、富士キメラ総研、
文化放送、毎日新聞社 ほか

システム利用のメリット

1 出展者・来場者の情報が事前に分かる！

2 会期前から連絡が取れる！

3 同時開催展含む、総勢1,300社の出展者・来場者に直接アプローチできる！

2016年度の結果　※同時開催展含む

〈商談数〉　※会期中

成立：265件 
〈ビジネスマッチングシステム参加者数〉

登録来場者：226名
登録出展者：642名
合計参加者：868名

※参加者＝ビジネスマッチングシステム登録完了済。

検索機能

レコメンド
機能

スケジューリング
機能

ビジネスマッチングシステム

広 報

会  期

会  場

主  催

後  援

雨水管理・利用 水の「効率化・高機能化」と「省水・省エネ」テーマ

東京ビッグサイト　東1ホール＆会議棟

株式会社 ICSコンベンションデザイン
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、公益社団法人 日本水道協会、
一般社団法人 日本水道工業団体連合会、一般社団法人 海外水循環システム協議会、
一般財団法人 日中経済協会、一般社団法人 ファインバブル産業会（FBIA）、
公益社団法人雨水貯留浸透技術協会、日本脱塩協会　（予定）

（東京都江東区有明3-10-1　TEL：03-5530-1111）

2016.1.27（水）～29（金）10:00～17:00

招 待 状 本招待状をお持ちの方は
展示会入場料3,000円が無料となります。

受付がスムーズになる事前登録はこちらから▶▶

http://www.interaqua.jp/
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東1ホール

展示会受付

出入口

東1ホール
東2ホール

東3ホール

東6ホール

東5ホール

東4ホール

Aqua Week 2016
（会議棟）

ビジネスマッチング会場
（東6ホール内）

日本環境
科学研究所

オキシー

Goldstar Carbon Tech

熊本県立大学
大巧技研
ミズショー

明電舎

Global Water Intelligence / 
resourcematics / 
グローバルインフォメーション

産学技術協会 (Aiuto)
足利工業大学 / アースフロンティア / 
コンチネンタルホーム / 洋泉興業

環境トータル
システム栄電社

環境新聞社 環境技研 / 
ceraflo

ゼニス羽田

ケネック

ソルエース

Aqua Taiwan
2016 ショウワ

洗浄機

センシズ

メンブレン
ソリューションズ

産業技術
総合研究所
（AIST）

林物産発明研究所
林物産緑化システム
中川ヒューム管工業

東邦レオ

積水化学工業

ファインバブル産業会（FBIA)
OKエンジニアリング / 
サイエンス / ナノサイト
（日本カンタム・デザイン） / 
ニクニ / 三菱電機

エンバイロ
・ビジョン

笠原
理化工業

トーア電子 フソウ

日本脱塩協会
旭化成ケミカルズ

東洋紡
東レ

雨水貯留浸透技術協会
（ARSIT）
エバタ/

シンシンブロック/
秩父ケミカル

タキエンジニアリング

ティビー
アール

しが水環境ビジネス推進フォーラム
清水工業 / ダイヤアクアソリューションズ / 
服部エンジニアリング / 阪神動力機械/日吉

新エネルギー・
産業技術総合
開発機構
（NEDO）

環境テクノス

海外水循環システム協議会（GWRA）/ 
電業社機械製作所 / 日立製作所 / 
日立造船 / 堀場製作所 / 三菱レイヨン / 
三菱レイヨンアクア・ソリューションズ

雨水貯留浸透技術協会
（ARSIT）
トーテツ / 
リプロントーワ

ディスコ

東洋スクリーン
工業

ウシオ
電機

日中経済協会 ティ・アンド・
シー・テクニカル

メタウォーター・
新日本コンサルタント・
古野電気・江守商事・
日水コン・神戸大学・
福井市・富山市 共同研究体

エヌ・ティー・
エス

Lan Shan Enterprise
アクアデザインシステム

TAIZHOU TIANYANG ELECTRICAL

TAIWAN PRESS / 
UBtech

瑞洋
プラスチック工業 

1N-12

1B-09

1E-10

1E-09

1J-09

1L-10 1L-09

1N-10 1N-09

1P-091P-10

1B-07

1D-071D-08

1E-071E-08

1G-071G-08

1J-07

1N-07

1L-071L-08

1P-07

1B-05

1D-041D-05

1B-04

1C-04

1E-041E-05

1G-05

1H-041H-05

1G-04

1J-04

1J-05

1K-041L-05

1N-04

1Q-04

1B-02 1D-01

1B-01

1J-011J-02

1J-00

1N-01

InterAqua
セミナー会場

ENEX／Smart Energy Japan／新電力EXPO

会場レイアウト
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あ 1B-05 アクアデザインシステム
1C-04 Aqua Taiwan 2016 ( 台湾 )
1N-10 ウシオ電機
1J-07

1J-09

雨水貯留浸透技術協会 (ARSIT)
　エバタ
　シンシンブロック
　秩父ケミカル
　トーテツ
　リプロントーワ

1H-05 栄電社
1N-12 エヌ ･ ティー ･ エス
1D-08 エンバイロ・ビジョン
1D-04 オキシー

か 1E-09 海外水循環システム協議会 (GWRA)
　電業社機械製作所
　日立製作所
　日立造船
　堀場製作所
　三菱レイヨン
　三菱レイヨンアクア・ソリューションズ

1G-07 笠原理化工業
1G-04 環境技研 / Ceraflo ( シンガポール )
1G-05 環境新聞社
1E-10 環境テクノス
1H-04 環境トータルシステム
1E-05 熊本県立大学
1B-01 Global Water Intelligence ( イギリス ) / 

resourcematics（イギリス） /  
グローバルインフォメーション

1J-00 ケネック
1D-05 Goldstar Carbon Tech ( 台湾 )

さ 1J-01 産学技術協会 (Aiuto)
　足利工業大学
　アースフロンティア
　コンチネンタルホーム
　洋泉興業

1J-05 産業技術総合研究所 (AIST)
1G-08 JDA パビリオン

　日本脱塩協会
　旭化成ケミカルズ 
　東洋紡
　東レ

1N-07 しが水環境ビジネス推進フォーラム
　清水工業
　ダイヤアクアソリューションズ
　服部エンジニアリング
　阪神動力機械
　日吉

1B-02 ショウワ洗浄機

1B-09 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
1N-09 瑞洋プラスチック工業 ( 台湾 )
1K-04 積水化学工業
1J-02 ゼニス羽田
1J-04 センシズ
1B-04 ソルエース

た 1E-05 大巧技研
1D-07 TAIZHOU TIANYANG ELECTRICAL ( 中国 )
1L-09 TAIWAN PRESS 
1L-07 タキエンジニアリング
1P-09 ティ· アンド · シー · テクニカル
1L-10 ディスコ
1L-08 ティビーアール
1N-01 東邦レオ
1P-07 東洋スクリーン工業
1E-08 トーア電子

な 1N-04 中川ヒューム管工業
1P-10 日中経済協会
1D-01 日本環境科学研究所

は 1N-04 林物産発明研究所 
1N-04 林物産緑化システム
1B-07 ファインバブル産業会 (FBIA)

　OK エンジニアリング
　サイエンス
　ナノサイト ( 日本カンタム・デザイン )
　ニクニ
　三菱電機

1E-07 フソウ
ま 1E-05 ミズショー

1E-04 明電舎
1Q-04 メタウォーター・新日本コンサルタント・古野電気・

江守商事・日水コン・神戸大学・福井市・
富山市 共同研究体

1L-05 メンブレンソリューションズ
や 1L-09 UBtech ( 台湾 )
ら 1B-05 Lan Shan Enterprise ( 台湾 )

1B-09 NEDO プロジェクト
海水淡水化･水再利用統合システム実証事業 (南アフリカ共和国) 
高温排出水を用いた省エネ･低環境負荷型造水実証事業 (カタール)
高効率下水汚泥減容化・再資源化 (中国)
省エネルギー型海水淡水化システムの実規模での性能実証事業 (サ
ウジアラビア)
中東等の海外新興地域における小規模分散型水循環事業 (UAE)
分散型水資源供給システム事業 (オーストラリア)
マレーシアにおける金属廃液・汚泥から有用金属を回収し、汚泥を削
減する研究開発・実証事業 (マレーシア)
膜技術を用いた省エネ型排水再生システム技術実証事業 (サウジア
ラビア)
油含有工業廃水再利用システム実証事業 (サウジアラビア)
微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発

出展者一覧  （五十音順）
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最近の気候変動のもと頻発する集中豪雨に対し、内水・外水・都市環境の各視点から、
これからの雨水の管理・利用方法を発信するプログラム

【日 時】 1月27日（水）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場　

雨水管理のスマート化セミナー 事前登録  無　料

15:40-16:10 鬼怒川護岸崩壊のメカニズムと解決策への提言 山田 正氏 中央大学 理工学部 教授

【主 催】 ICSコンベンションデザイン
【協 力】 産学技術協会（Aiuto)

【日 時】 1月27日（水）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場　

雨水管理のスマート化戦略シンポジウム  事前登録  無　料
変化する雨の姿と法制度 〜雨水管理の高度化を実現する施策と技術〜

基調講演
13:00-13:30 国土交通省における雨水管理政策 加藤 裕之氏　国土交通省水管理・国土保全局下水道部 流域管理官

パネルディスカッション
13:40-15:30 水防法改正の先に 雨対策・現場のこれから

[ファシリテーター] 
　武田 教秀氏　日本水道新聞社 

[パネリスト]
加藤 裕之氏　国土交通省水管理・国土保全局下水道部 流域管理官
竹内 徹也氏　横浜市 環境創造局 下水道計画調整部 下水道事業調整課長
酒井 正道氏　富山市 上下水道局 下水道課長
野崎 高司氏　埼玉県都市整備部 都市計画課公共下水道担当 主幹
服部 貴彦氏　日水コン 下水道事業部 東部事業マネジメント部
 （兼）ビジネス・イノベーション部 部長

【主 催】 株式会社ICSコンベンションデザイン　
【協 力】 国土交通省水管理・国土保全局下水道部、日本水道新聞社

【日 時】 1月28日（木）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場

ARSIT雨水活用シンポジウム
蓄雨による日本版グリーンインフラストラクチャーのすすめ 事前登録  無　料

第１部 「雨水活用の現状」
13:00-13:15 日本建築学会雨水活用技術規準について 神谷 博氏 日本建築学会 雨水活用技術規準刊行小委員会 主査
13:15-13:30 雨水利用施設の普及状況と課題 笠井 利浩氏 福井工業大学 環境情報学部 環境・食品科学科 教授
13:30-13:45 雨水貯留浸透施設の普及状況と課題 屋井 裕幸氏 雨水貯留浸透技術協会 技術第二部部長
13:45-14:00 海外における持続的雨水管理を核としたグリーンインフラの展開 福岡 孝則氏 神戸大学大学院 工学研究科建築学専攻 持続的住環境創成講座 特命准教授
14:00-14:15 水循環基本法等について 三輪 準二氏 内閣官房水循環政策本部事務局 企画官

第２部　パネルディスカッション
14:15-15:00 蓄雨による日本版グリーンインフラストラクチャー

をすすめるためには

[ファシリテーター] 
忌部 正博氏 雨水貯留浸透技術協会 常務理事

[パネリスト]
神谷 博氏 日本建築学会 雨水活用技術規準刊行小委員会 主査
笠井 利浩氏 福井工業大学 環境情報学部 環境・食品科学科 教授
屋井 裕幸氏 雨水貯留浸透技術協会 技術第二部部長
福岡 孝則氏 神戸大学大学院 工学研究科建築学専攻 持続的住環境創成講座 特命准教授

【主 催】 公益社団法人雨水貯留浸透技術協会（ARSIT)

治水・雨水利用の発展に必要な技術発表プログラム 事前登録  無　料

【日 時】 1月27日（水）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場

16:10-16:55

下流域を思いやる雨水利用が防災意識を高め 
水中生物を思いやる護岸強化が都市環境も守る 山田 正氏 産学技術協会 技術顧問 / 中央大学 理工学部 教授

散水温度の調整で屋根面温度を管理し気象災害に備える 
〜安心且つ安定した雨水利用インフラの課題を解決〜

綿貫 翔氏 中央大学理工学部 河川・水文研究室
須田 哲夫氏 産学技術協会 常務理事

水中生物から見て優しい護岸作りは護岸を強化し温
室効果ガスも削減させる 宮澤 伸吾氏 産学技術協会 技術顧問 / 足利工業大学 工学部 教授

【主 催】 産学技術協会（Aiuto)

【日 時】 1月28日（木）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場

10:30-11:00 マンホールアンテナを用いた下水道管きょ内情報把握 中島 満浩氏 明電舎 水・環境システム事業部技術部 主幹技師

11:10-11:40 フソウの水ソリューション技術 野村 充伸氏 フソウ 執行役員 技術本部長

11:50-12:20 積水化学のストックを活用した雨水浸水対策 相川 芳光氏 積水化学工業 環境・ライフラインカンパニー 
 東日本支店 セールスエンジニアマネージャー

15:30-16:10 都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術実証事業
（平成27年度 B-DASHプロジェクト） 園本 竜也氏 古野電気　システムソリューション部 企画担当課長

出展者プレゼンテーション 入場自由  無　料

【日 時】 1月27日（水）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場

Aqua Week　水循環社会と水処理技術のスマート化に向けて発信する併催カンファレンス
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当日聴講

170名

当日聴講

92名

当日聴講

74名

当日聴講

113名



最先端の水処理技術や海外における水プロジェクトのご紹介など、
次代を見据えた水ビジネスの最新情報を発信するプログラム

2016 JDA FORUM 〜世界の最先端有機高分子膜技術とその実用化〜 事前登録  有　料

【日 時】 1月28日（木）　【会 場】 会議棟6階 606会議室
【主 催】 日本脱塩協会（JDA）
【後 援】 膜分離技術振興協会、日本膜学会、造水促進センター、日本海水学会、日本水道協会、日本液体清澄化工業会、日本水環境学会、日本水フォーラム、産業競争力懇談会、
 海外水循環システム協議会、日本水道工業団体連合会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本水道新聞社、水道産業新聞社

第１部 「膜による造水と発電」
10:05-10:45 FO/PRO技術の最前線と展望 松山 秀人氏 神戸大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 教授 / 

 先端膜工学研究 推進機構 機構長 
10:45-11:25 海水淡水化FO技術：FO技術が有効となる条件 山口 猛央氏 東京工業大学 資源化学研究所 教授
11:35-12:15 FO技術の実用化の最前線 櫻井 秀彦氏 東洋紡 機能膜事業開発部 部長
12:15-12:55 RED発電技術の最前線と展望 比嘉 充氏 山口大学大学院 理工学研究科物質化学専攻 精密化学 機能性高分子工学 教授

第２部 「有機膜によるガス分離、特に水素分離」
14:00-14:40 ガス分離技術の最前線と展望：含むNational Projectの動向 松方 正彦氏 早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 応用化学専攻 教授
14:40-15:20 膜を用いた水素ステーション用水素製造技術について 吉宗 美紀氏 産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 膜分離プロセスグループ

15:35-16:15 人工光合成PJの概要と分離膜の進捗状況 武脇 隆彦氏 三菱化学 経営戦略部門 RD戦略室 主幹研究員 /　
 人工光合成化学プロセス技術研究組合（ARPChem)

16:15-16:55 高機能CO2選択透過膜の開発とその応用 岡田 治氏 ルネッサンス・エナジー・リサーチ 代表取締役社長 /　
 東北大学 未来科学技術共同研究センター 客員教授

産総研水プロジェクトセミナー 産総研アジア戦略「水プロジェクト」 事前登録  無　料

【日 時】 1月28日（木）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場 【主 催】 産業技術総合研究所(AIST)

1） プロジェクト概要とアジア展開
10:30-10:50 プロジェクト概要とアジア展開 鳥村 政基氏 環境管理研究部門 総括研究 主幹

2） 水処理技術のご紹介 

10:50-11:00 膜分離活性汚泥法（MBR: membrane bioreactor）の
高活性維持管理技術の開発 佐藤 由也氏 環境管理研究部門 研究員

11:00-11:10 MBR膜閉塞を誘引するバイオフィルムの立体構造解析 稲葉 知大氏 環境管理研究部門 研究員
11:10-11:30 水処理用吸着剤の開発 日比野 俊行氏 環境管理研究部門 水環境技術研究グループ 研究グループ長
11:30-11:40 途上国における光触媒飲料水浄化システムの導入可能性 根岸 信彰氏 環境管理研究部門 上級主任研究員

3） 水質計測技術のご紹介
11:40-11:50 光ディスク型センサによる微生物の検出・同定 藤巻 真氏 電子光技術研究部門 光センシンググループ 研究グループ長
11:50-12:00 ヒト細胞を用いた次世代型水環境診断システムの開発 谷 英典氏 環境管理研究部門 研究員
12:00-12:10 重金属イオンのオンサイト検出に向けたカーボン電極の開発 栗田 僚二氏 バイオメディカル研究部門 ナノバイオデバイス研究グループ グループ長
12:10-12:20 光反応を利用した水質分析のメンテナンスフリー化・高感度化 中里 哲也氏 環境管理研究部門 主任研究員

13:00-13:05 開会挨拶 上田 新次郎氏 海外水循環システム協議会 理事長
13:05-13:15 GWRAの取り組み 小林 茂樹氏 海外水循環システム協議会 事務局長

13:15-13:40 高耐圧樹脂配管の開発 鬼木 祐輔氏 旭有機材工業 技術開発・新規事業推進本部
 技術開発部 成形技術・商品開発グループ 主事

13:40-14:05 ミャンマー染色工場排水の水質改善と計測技術による環境意識向上 関口 欽太氏 堀場製作所 海外営業部 主任

14:05-14:30 IIoT時代に向けてYOKOGAWAが提案するソリューション 大和 馨氏 横河ソリューションサービス 環境システム営業本部　
 海外営業部 部長代理

14:30-14:55 水の流量計測　挿入形EXデルタⅡのご紹介 曽我石 充郎氏 オーバル 東日本営業部東京営業グループ 主任
石橋 大樹氏 オーバル 東日本営業部東京営業グループ 課員

14:55-15:20 ホーチミン市におけるセプティックタンク汚泥処理プロジェクト 牛田 雅也氏 日立造船 事業企画本部 戦略企画部 担当部長

GWRA水ビジネスセミナー
海外展開における強みと今後の課題について 事前登録  無　料

【日 時】 1月29日（金）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場 【主 催】 一般社団法人海外水循環システム協議会（GWRA）

世界の水リスク 2030年、世界の水リスクの課題及びビジネス機会の提言 事前登録  無　料

【日 時】 1月29日（金）　【会 場】 東1ホール　InterAquaセミナー会場

10:30-11:30 2030年、世界の水リスクの課題及びビジネス機会の提言
〜GIS(9kmｘ9km）MAPによる世界の水需要と供給モデル推計〜

アンキット・パテル氏 
リソースマティクス ディレクター

Aqua Week　水循環社会と水処理技術のスマート化に向けて発信する併催カンファレンス
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当日聴講

56名

当日聴講

145名

当日聴講

113名

当日聴講

109名



経営者・役員・
経営企画 16.3%

研究・開発
17.9%

その他
7.3%

営業
30.0%

開発設計 8.2%

購買・資材調達
1.5%

生産・製造
3.2%

品質/技術管理・検査 2.9%
保守・サポート 1.5%

広報・調査・
マーケティング 
8.6%

施設管理 
1.6%

情報システム企画・構築・運用 1.0%

官公庁・地方公共団体・
上下水道事業体 4.6%

在日外国公館・
機関・団体 1.3%

総合電機
メーカー
4.8%

産業・
輸送機械
メーカー
4.1%

電子部品・
モジュール・
デバイスメーカー
6.0%

サービス・施設、
小売業 4.6%

大学・研究機関
2.2%

電力・ガス・
石油企業 1.9%
食品・飲料／
化粧品・医薬品／
繊維／紙・パルプメーカー
3.3%

情報通信
（ITシステム・機器・ソフトウェア） 1.4%

プラント・
エンジニアリング・
建設・コンサル
22.2%

商社・代理店・
輸出入業者
13.5%

装置・設備・
システムメーカー
14.9%

工業原材料／吸着材・
処理薬品メーカー 8.5%

金融・投資、
メディア、
その他 
6.7%

●業 種 ●職 種

●来場目的 ●来場成果

期待以上 
11%

期待通り 
38%

まだ分からないが
業務に役立ちそう

46%

あまり得るものは
なかった 5%

具体的な出品製品購入・
技術導入検討のため 
11%

提携先または
協業先検討のため 
10%

自社研究・
開発促進に必要な製品・
技術情報収集のため 
37%

業界動向の
マーケティングのため 
32%

6割が自社の明確な目的をもって
来場されています

ほぼ全ての来場者が
参加成果を感じています

競合他社の
動向調査のため 
7%

次回開催に向けての
出展検討のため 1%

その他 3%

※InterAqua Online 事前登録者アンケートより
実施期間：2015年11月30日～ 2016年1月27日　　有効回答者数：2426

※InterAqua Online 来場者アンケートより
実施期間：2016年2月3日～ 3月3日　　有効回答者数：568

来場者プロファイル・アンケート
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来場企業〈業種別〉　※一部抜粋

官公庁・地方公共団体・
上下水道事業体

プラント・エンジニアリング・
建設・コンサルティング

商社・代理店・
輸出入業者

装置・設備・
システムメーカー

国土交通省 日水コン ニイミ 明電舎
Saline Water Conversion Corporation 水ing 三菱商事 オルガノ
National Water Company メタウォーター 日本管材センター TOTO
東京都下水道サービス フソウ 大銑産業 WOOSEUNG
東京都下水道局 日立造船 千代田工販 横河ソリューションサービス
法務省 オルガノ 三井物産プラントシステム クボタ
茨城県土木部都市局下水道課 三機工業 東日本セキスイ商事 オスモ
横浜市水道局 鹿島建設 繁和産業 城東テクノ
鎌ケ谷市役所 栗田工業 伊藤忠プラスチックス 三浦工業
日本貿易振興機構 ウェルシィ 住友商事 アズビル

工業原料・
材料メーカー

吸着材・
処理薬品メーカー等

大学・研究機関
情報通信

（ITシステム・機器・ソフトウェア）

積水化学工業 ダイヤアクアソリューションズ 産業技術総合研究所 NTTデータ
中川ヒューム管工業 栗田工業 新エネルギー・産業技術総合開発機構 富士通
三井化学 パーカーコーポレーション 信州大学 日本電気
アロン化成 PT. ALAM HIJAU SEMESTA 東洋大学 ブルーアンドアソシエイツ
リプロントーワ 日本エヌ・シー・エイチ King Abdulaziz University 安川情報システム
太平洋セメント 環境トータルシステム 日本大学 東京技術協会
宇部興産 カネカ 長岡技術科学大学 沖電気工業
東京インキ 水ing 九州大学 アンリツネットワークス
ユアサメンブレンシステム 日本曹達 海外水循環ソリューション技術研究組合 横河電機
ブリヂストン化成品 ユニチカ 島根県産業技術センター 日本無線

総合電機メーカー
産業・

輸送機械メーカー
電子部品・

デバイスメーカー
部材・

モジュールメーカー

日立製作所 ダンレイ スタンレー電気 エバタ
東芝 新明和工業 神港テクノス キッツ
三菱電機 巴工業 日星電気 日本ヴィクトリック
パナソニック イワキ ウシオ電機 旭有機材工業
明電舎 鶴見製作所 ジェイテクト 前澤化成工業
日本電気 クボタ パナソニック JNCフィルター
富士電機 荏原製作所 旭化成 日東電工
ミツワ 研電社 堀場製作所 ブリヂストン
シャープ 栗田工業 ヒロセ電機 ウシオ電機
LG Electronics 三浦工業 住友電気工業 三菱レイヨン

電力・ガス・
石油企業

食品・
飲料メーカー

繊維／紙・
パルプメーカー

化粧品・
医薬品メーカー

東京ガス 味の素 東レ Nakhonphanom hospital
大阪ガス サントリー 帝人 花王
東京ガスエンジニアリングソリューションズ Xsential 東洋紡 天野エンザイム
キャプティ 一龍 ユニチカ HEC
コスモ石油 アサヒグループホールディングス 三菱レイヨン 花王プロフェッショナル・サービス
関東天然瓦斯開発 正栄食品工業 VCバイリーンクリエイト アロン化成
国際石油開発帝石 塩野香料 大王製紙 和興フィルタテクノロジー
中部電気保安協会 ダノンジャパン 富士フイルム メニコン
JXエネルギー プリマハム 旭化成せんい ルチード
九州電力 ユウキ食品 藤枝製紙 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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0 5 10 15 20 25 30

ろ過装置（膜分離装置、精密ろ過機、急速ろ過装置、フィルタプレス 等）

汚水･廃水処理プラント

浄水処理プラント

汚泥処理装置

オゾンガス発生装置・オゾン水生成装置
緊急浸水対策技術

MBR
水処理遠隔監視システム

配管材料（パイプ、フィッティング、継手、バルブ 等）
イオン交換膜

施設運転維持管理（O&M）
災害対策用ろ過装置
紫外線等殺菌装置

水資源スマートグリッド
微生物固定化担体

各種ポンプ
電解水発生装置

施設設計･施工･管理（DBO）

管路管理システム機器
分散型処理システム

非常用電源（発電機、バッテリー）
公衆衛生対策装置（マンホールトイレ 等）

管路維持管理
地下水利用サービス

ブロワ

超純水供給サービス
包括水料金システム

水中放射性物質対策（注：3）

事業支援ソリューション（注：2）

※InterAqua Online 事前登録者アンケートより
実施期間：2015年11月30日～2016年1月27日　　有効回答者数：2399

計測機器（分析機器、計量機器、測定機器、微生物計測 等）

工業廃水リサイクルプラント

海水淡水化プラント

MBRユニット

吸着剤（活性炭、キレート樹脂 等）

吸着装置（活性炭、イオン交換）

セラミック膜

各種ろ材

薬品（凝集剤、脱水剤、浮上剤、重金属捕集剤、殺菌剤、洗浄剤 等）

ファインバブル/ナノバブル発生装置

28.7%

24.2%

23.2%

21.7%

21.6%

21.3%

19.6%

19.2%

19.0%

18.5%

16.3%

15.9%

15.4%

15.1%

14.8%

14.6%

14.4%

14.1%

14.0%

13.2%

13.0%

12.8%

12.8%

12.4%

12.2%

12.1%

11.8%

10.9%

10.7%

10.5%

9.7%

9.5%

9.3%

8.8%

8.3%

8.1%

8.0%

7.8%

7.3%

7.3%

7.0%

4.3%

4.1%

3.5%

3.0%

(%)

省エネ・創エネ型水循環利用技術（注：1）

高分子分離膜（RO、NF、UF、MF）

雨水利用システム

海水淡水化装置

汚泥処理プラント

純水（超純水）製造装置

（注：1）小水力発電、下水熱利用、汚泥バイオガス利用 等
（注：2）アセットマネージメント、広域監視サービス、設備保全ソフト 等
（注：3）検出機器、測定機器、モニタリング機器、放射性物質低減・除去技術 等

装置・機械　　　　素材・モジュール・部材　　　　プラント（EPC、OM）　　　　管理・運営・サービス　　　　防災・災害対策

来場者アンケート　「水ビジネスにおいて、興味・関心のある事業分野（複数回答可）」
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期待以上　4.1%

期待通り　61.2%

やや期待を下回る　28.6％

●来場者の質について

●出展理由

●出展成果

期待を下回る　6.1％

0 5 10 15 20 25 30 35

30.6％新規開拓の機会として適切

展示会のテーマが良い

来場者層が自社ターゲットに合致する

来場者数が多い

毎回出展しているため継続している

開催時期が良い

規模が適切

既存顧客を招待しやすい

関係者と一度に会える機会となっている

来場者の質が高い

知名度がある

異業種との出会いなど新しい発見がある

他に適当な展示会がない

セミナー・カンファレンスが充実している

24.5％

22.4％

22.4％

20.4％

18.4％

12.2％
12.2％

12.2％
10.2％

10.2％

10.2％

8.2％

4.1％

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

44.9％企業PRや知名度／イメージ向上に役立った

あまり成果が得られなかった

新たな提携先・パートナーが見つかった

会期中に受注した

他の出展者とのネットワークができた

ユーザーの貴重な意見を得られた

既存顧客とのコミュニケーションが深まった

見積依頼や後日説明の機会等、
次につながる具体的な引合いがあった

新製品・技術・サービスのアピールができた

新たなビジネスチャンス、コラボレーションの
可能性がある来場者と会えた 42.9％

40.8％

36.7％

36.7％

20.4％

16.3％

2.0％

2.0％

6.1％

（％）

（％）

出展者アンケート
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デマンドサイド

マネージメントサイド

電力・ガス新ビジネス
EXPO2017

エネルギー自由化時代のイノベーション

Energy Supply & Service Showcase

サプライサイド

（旧 新電力EXPO）

IoTで変わる省エネ。社会、くらしの価値向上

社会の隅々まで省エネルギーを推進

次回開催のご案内
Next Show Information

　会 期　 2017.2.15(水)〜17(金) 
　会 場　 東京ビッグサイト 東1ホール＆会議棟
 http://www.interaqua.jp
�
お問い合わせ先　InterAqua事務局

（株）JTBコミュニケーションデザイン （旧：（株）ICSコンベンションデザイン） 

トレードショー事業部 事業推進局
〒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

エネルギー（電力／ガス／熱等）＋ユーティリティ（空気／水等）の
トータルマネージメントと最適化を提案する3展示会をはじめ、14展同時開催

　同時開催　


