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会 期： 2017年2月15日（水）～17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＆会議棟 

主 催： 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン 

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、 

       公益社団法人雨水貯留浸透技術協会、日本脱塩協会（JDA）、一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会   （順不同） 

同時開催展示会： 

 

 

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                           

開催日 天候 
来場登録数 

（同時開催展合計） 

2月15日（水） 15,928名 

2月16日（木） 18,125名 

2月17日（金） 19,053名 

３日間合計 53,106名 

 開催概要 

セミナーセッション数

40本

セミナー受講者数

795名

セミナープログラム

7プログラム

◆来場登録数（同時開催展含む） 

◆Aqua Week 

◆出展規模 

国内 海外 Total

InterAqua 66 9 75 92
ENEX 231 6

電力・ガス新ビジネスEXPO 18 4

Smart Energy Japan 59 0

nano tech 286 190 476 824

3D Printing 71 7 78 103

Convertech Japan 116 8 124 376

新機能性材料展 142 0 142 184

3次元表面加飾技術展 17 0 17 37

先進印刷技術展 5 0 5 12

試作・受託加工展 8 0 8 11

Printable Electronics 40 7 47 66

ASTEC 29 0 29 42

SURTECH 94 3 97 143

Total 1182 234 1416 2291

展示会名
出展者数

小間数

401318

（東1~6ホール） 
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展示会場フロアマップ＆出展者一覧 
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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 

開催日 会場 主催 セミナータイトル セッションタイトル 聴講者数

⾬水利⽤施設の現状と課題

⾬水利⽤施設の普及に向けて

都県⽅針作成のケーススタディー

市町村⾬水利⽤計画の作成例

⾬水利⽤から⾬水活⽤に向けて

（⾬水活⽤技術規準＆蓄⾬アニメーション紹介）

エバタの⾬水貯留・防災システム

シンシンブロックの活⽤事例

ゼニスハ⽻⽥の⾬水対策システム

⾬水貯留・浸透・利⽤製品のご紹介

UN地下貯留システムの海外展開

ハイドロスタッフ工法（仮）

2月15日
InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

一般社団法人日本紫外線水処理技術

協会(JUVA)
JUVAセミナー 97

公益社団法人　⾬水貯留浸透技術協

会（ARSIT)

国立研究開発法人産業技術総合研究

所（AIST)

日本脱塩協会（JDA)

一般社団法人　海外水循環システム協

議会（GWRA)

GWRAの取り組み

【基調講演】分散型処理におけるIoT技術の可能性

上下水道分野におけるICT活⽤

第一部　⾃治体⾬水利

⽤計画の作り⽅

第⼆部　おもしろ⾬水活

⽤の事例紹介

微量ヒ素の簡易目視検出技術

GWRA水ビジネスセミナー　水事業におけるIoT技術

2017 JDA FORUM～参加者の聞きたいことが解る～

「日本初・スペインの国際コンサルが語る世界最新の海淡及び水処理プ

ロジェクト」（有料）

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

協力：国土交通省水管理・国土保全

局 下水道部

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

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

現場環境計測におけるスマートセンサネットワークシステム

開催挨拶

53

160

104

129

127

125ARTSIT雨水活用セミナー雨水活用をもっと知ろう

下水熱シンポジウム

地域の未利用資源としての下水熱の活用～都市の水とエネルギーの循

環構築～

雨水管理のスマート化戦略シンポジウム

地域とともに考える下水道浸水対策

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」

【基調講演】下水熱利⽤への期待と今後の課題

【基調講演】下水熱利⽤の現状と国土交通省の取組

【パネルディスカッション】都市開発と連携した下水熱の活⽤戦略

【基調講演】国土交通省における下水道⾬水管理の動向

【パネルディスカッション】地域とともに考える下水道浸水対策

MBR膜閉塞を誘引するバイオフィルムおよび原因微生物群の構造解析

無機イオン交換体を⽤いた浄水技術

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

ホルモン様化学物質の生理活性評価技術の開発と応⽤

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

光反応を利⽤したヒ素化学形態別分析法の高感度化

水質計測とIoTソリューションについて

横河ソリューションサービスのIIoTへの取り組みについて

紫外線消毒装置についての今後の展望

【ワークショップ】脱塩及び水処理プロジェクトについて ～国際インフラ・コンサル・アジェッ

シャ社の活動内容　※英語講演【通訳なし】

【パネルディスカッション】世界の水処理プロジェクト・今後の⽅向性 “フォーラム参加者

の「聞きたい・知りたい内容」に答える”

2月16日

InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

会議室609

InterAquaセミナー会場

（東1ホール会場内）

2月15日

2月16日

2月16日

2月17日

2月17日
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アンケート分析 
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経営者・役

員・ 

経営企画, 

15.8% 

研究・開発, 

18.5% 

開発設計,  

9.1% 

購買・資材調

達, 1.8% 

生産・製造, 

3.0% 

品質/技術管

理・検査, 

2.7% 

保守・サポー

ト, 0.7% 

情報システム

企画・構築・

運⽤, 1.1% 

営業, 

31.1% 

広報・調査・

マーケティング, 

9.1% 

施設管理, 

1.4% 

その他, 

5.7% 

来場者職種 

官公庁・地方公共団体・ 

上下水道事業体・関連

協会/ 

在日外国公館・大使館/ 

国際機関, 5.4% 

プラント・エンジニアリン

グ・建設・コンサルティン

グ・不動産, 20.7% 

商社・代理店・輸出入業

者, 13.6% 

装置・設備・システムメー

カー, 14.7% 

総合電機メーカー, 4.8% 

部材・モジュールメーカー, 

4.2% 

電子部品・デバイスメーカー, 

2.5% 

情報通信（ITシステム・機

器・ソフトウェア）, 2.3% 

工業原料・材料/吸着材・処

理薬品メーカー, 8.6% 

産業・輸送

機械メー

カー, 3.7% 

食品・飲料メーカー, 1.7% 

化粧品・医薬品/繊維/紙・

パルプメーカー, 1.9% 

電力・ガス・エネル

ギー関連, 1.3% 

サービス・施設, 5.2% 

大学・研究機関, 2.0% 

金融・投資/報道・メディア・

出版, 1.5% 

その他, 

6.0% 

来場者プロフィール①業種＆職種 ※有効回答数：2528 

来場者業種 
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来場者プロフィール②国・地域 

East Asia 
63% 

Southeast 
Asia/Pacific 

28% 

Europe 
3% 

America/ 
South 

America 
3% 

Middle East 
3% 

地域別 
都道府県別 

国内 
94.4% 

海外 
5.6% 

南関東（一都

三県）, 

74.6% 

北関東・甲信

越, 4.8% 

近畿, 8.5% 

東海, 5.2% 

中国/四国/九

州・沖縄, 

3.5% 

北陸/東北/北

海道, 3.3% 

国名一覧

China

Korea

Taiwan

Thailand

Singapore

Phillipinnes

Australia

France

Italy

Germany

United States

Canada

Chile

Saudi Arabia

Israel

※有効回答数：2528 
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来場者プロフィール③来場企業・団体一覧＜TOP40＆海外＞ 

1 日立製作所 21 大林組

2 東芝 東西化学産業

3 水ing 東京技術計算コンサルタント

4 オルガノ 横河電機

5 電業社機械製作所 25 東京都下水道サービス

6 明電舎 竹中工務店

7 メタウォーター 東ソー

8 三機工業 東北企業

9 日立造船 鉱研工業

前澤化成工業 守谷商會

11 栗⽥工業 住友重機械エンバイロメント

前澤工業 安積濾紙

三菱電機 アクアス

荏原製作所 クボタ化水

15 パナソニック 35 城東テクノ

16 産業技術総合研究所 双日

17 日水コン 協和機電工業

三菱レイヨンアクア・ソリューションズ 前澤エンジニアリングサービス

クボタ 横河ソリューションサービス

アズビル ダイダン

会社/組織名（国名／業種）

中国湖北省⾃動化研究所（China/大学・研究機関）

Miahcom（Israel/官公庁・地⽅公共団体・上下水道事業体・関連協会/団体）

Envioneer（Korea/その他）

Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT)

（Korea/大学・研究機関）

Tianjin ang xin technology（China/商社・代理店・輸出入業者）

Chang Jo Techno（Korea/装置・設備・システムメーカー）

HG CARE（Korea/商社・代理店・輸出入業者）

USHIO TAIWAN（Taiwan/商社・代理店・輸出入業者）

上品綜合工業（Taiwan/工業原料・材料メーカー）

Kran（Chile/装置・設備・システムメーカー）

Beijing Hongchangjiye Environment Technology

（China/プラント・エンジニアリング・建設・コンサルティング）

Shaoguan Xuanjia Biotech（China/商社・代理店・輸出入業者）

大连泰达集团（China/装置・設備・システムメーカー）

南京洁水科技（China/吸着材・処理薬品メーカー等）

北京中大立信環境技術（China/プラント・エンジニアリング・建設・コンサルティング）

BEAKON DESIGN（Korea/その他）

BUKYUNG ENGINEERING（Korea/プラント・エンジニアリング・建設・コンサルティング）

COSAN（Korea/吸着材・処理薬品メーカー等）

DONGKUK R&S（Korea/工業原料・材料メーカー）

JUNGTO（Korea/装置・設備・システムメーカー）

Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology

（Korea/大学・研究機関）

LG Electronics（Korea/工業原料・材料メーカー）

Newsten（Korea/部材・モジュールメーカー）

JSG Polymax Industrial Corporation（Philippines/その他）

STAN-IN（Singapore/食品・飲料メーカー）

Chung Yuan Christian University（Taiwan/大学・研究機関）

Elan International Premier（Taiwan/電子部品・デバイスメーカー）

Anantakarn Tour（Thailand/その他）

East Water Group（Thailand/プラント・エンジニアリング・建設・コンサルティング）

Electricity Generating Authority of Thailand（Thailand/電力・ガス・石油企業）

Metropolitan Waterworks Authority

（Thailand/官公庁・地⽅公共団体・上下水道事業体・関連協会/団体）

◆海外からの来場企業団体（一部抜粋） 

ほか 

◆TOP40 
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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

　東京都下水道サービス 　水ing 　東北企業 　オルガノ

　埼玉県 　日立製作所 　守谷商會 　前澤化成工業

　経済産業省 　メタウォーター 　双日 　明電舎

　東京都中小企業振興公社 　オルガノ 　ユアサプロマテック 　電業社機械製作所

　千葉市役所 　三機工業 　宇津商事 　日機装

　戸⽥市役所 　日立造船 　英和 　横河電機

　千葉県 　日水コン 　住友商事 　日本ウォーターシステム

　揖斐川町役場 　大林組 　三菱商事 　日之出水道機器

　横浜市水道局 　栗⽥工業 　兼松 　前澤工業

　Metropolitan Waterworks Authority（タイ） 　竹中工務店 　クラレトレーディング 　荏原製作所

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 情報通信（ITシステム・機器・ソフトウェア）

　日立製作所 　荏原製作所 　パナソニック 　東京技術計算コンサルタント

　東芝 　グルンドフォスポンプ 　京都電子工業 　NEC

　三菱電機 　豊⽥⾃動織機 　白土プリント配線製作所 　KDDI

　パナソニック 　鉱研工業 　富士通デバイス 　CMエンジニアリング

　明電舎 　トヨタ⾃動車 　ローム 　日本無線

　富士通 　ヤマハ発動機 　シチズン 　NTTドコモ

　コンテック 　クボタ 　ウシオ電機 　安川情報システム

　アズビル 　豊⽥合成 　オムロン 　ニシム電子工業

　タイガー魔法瓶 　アズビル金門 　キーエンス 　日立製作所

　ソニー 　川崎重工業 　DOWAエレクトロニクス 　ソフトバンク

工業原料・材料メーカー 吸着材・処理薬品メーカー等 部材・モジュールメーカー サービス・施設

　DIC 　東ソー 　三共電気 　アズビル

　中川ヒューム管工業 　内外化学製品 　日本ヒューム 　第一環境

　太平洋セメント 　オリエントナノ 　エバタ 　日化メンテナンス

　積水化学工業 　サナ 　大栄電線工業 　兵庫分析センター

　旭硝子 　ユニチカ 　サンスター技研 　日本水処理技研

　三井化学 　大阪ガスケミカル 　フクビ化学工業 　エステム

　富士フイルム 　近江オドエアーサービス 　ダンレイ 　フォレストホームサービス

　帝人 　ハイモ 　積水テクノ成型 　レンタルのニッケン

　三洋化成工業 　COSAN 　ユアサメンブレンシステム 　ヴェオリア・ジェネッツ

　共和コンクリート工業 　新日本電工 　オンダ製作所 　新明和アクアテクサービス

大学・研究機関 電力・ガス・エネルギー関連 食品・飲料／化粧品・医薬品メーカー 繊維／紙・パルプメーカー

　産業技術総合研究所 　大阪ガス 　味の素 　安積濾紙

　広島大学 　矢崎エナジーシステム 　サントリー 　東レ

　九州大学 　関西電力 　マルハニチロ 　小泉製麻

　東京大学 　HIPOWER 　森永製菓 　日本トーカンパッケージ

　京都大学 　メタウォーター 　伊藤ハム 　日本製紙

　広島大学 　Electricity Generating Authority of Thailand 　キューピー 　北越紀州製紙

　宇宙航空研究開発機構（JAXA） 　石油天然ガス・金属鉱物資源機構 　アサヒビール 　スリーエム工業

　土木研究所 　東京ガス 　キューピー 　レンゴー

　科学技術振興機構（JST) 　東京下水道エネルギー 　アサヒビール 　三菱製紙

　神戸大学 　石油資源開発 　天野エンザイム 　見附染工

来場者プロフィール④来場企業・団体一覧＜業種別＞ 
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来場者プロフィール⑤関心分野※複数回答 

2.9% 
3.3% 

4.0% 
4.4% 

6.6% 
6.9% 
7.1% 

7.6% 
7.7% 
7.9% 
8.1% 
8.5% 

9.1% 
9.8% 
9.9% 
10.2% 

11.0% 
11.1% 
11.2% 
11.3% 
11.7% 

12.2% 
12.4% 
12.4% 
12.7% 
12.8% 
12.9% 
13.1% 

13.5% 
14.1% 
14.1% 
14.2% 
14.5% 
14.5% 

16.7% 
17.0% 
17.3% 

18.0% 
18.6% 

19.5% 
20.3% 
20.7% 

23.1% 
24.1% 

27.2% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

水中放射性物質対策（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） 

超純水供給サービス 

包括水料金システム 

ブロア 

公衆衛生対策装置（マンホールトイレ 等） 

非常⽤電源（発電機、バッテリー） 

地下水利⽤サービス 

管路管理システム機器 

電解水発生装置 

分散型処理システム 

管路維持管理 

緊急浸水対策技術 

微生物固定化担体 

施設設計・施工・管理（DBO） 

各種ポンプ 

事業支援ソリューション（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） 

水資源スマートグリッド 

配管材料（パイプ、フィッティング、継手、バルブ 等） 

災害対策⽤ろ過装置 

MBR 

イオン交換膜 

ファインバブル/ナノバブル発生装置 

施設運転維持管理（O&M） 

吸着装置（活性炭、イオン交換） 

セラミック膜 

吸着剤（活性炭、キレート樹脂 等） 

MBRユニット 

オゾンガス発生装置・オゾン水生成装置 

海水淡水化プラント 

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） 

水処理遠隔監視システム 

紫外線等殺菌装置 

工業廃水リサイクルプラント 

計測機器（分析機器、計量機器、測定機器、微生物計測 等） 

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 

汚泥処理装置 

高分子分離膜（RO、NF、UF、MF） 

省エネ・創エネ型水循環利⽤技術（小水力発電、下水熱利⽤、汚泥バイオガス利⽤ 等） 

浄水処理プラント 

汚水・廃水処理プラント 

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） 

※InterAqua Online 事前登録者アンケートより 有効回答数：2532 

●前回より関心が高まった主な回答 
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来場者プロフィール⑥関心分野-その他の回答 

ウェアラブ
ルデバイス 

下水道施設
のICT活用 

インフラ設備のメン
テナンス、検査省力
化・容易化 

センサー 

環境分野で
のIoT技術 

IoT 

省エネ 未利用熱活用 

再生可能エネ
ルギー 

水素 

廃棄物からの 
エネルギー創設 

エネルギー 
フィルター 

膜技術 

深紫外線
LED 

オゾン装置 

浄水器 汚泥処理
新技術 

排水処理 

光触媒技術 

ゲリラ豪雨対
策技術 

雨水貯留浸
透施設 

雨水貯留槽 

Zeolite 

セルロースナノ
ファイバー 

パーティクルカ
ウンター 

新しい機能材料 

材料 

上下水道パ
イプリハビリ 管路施設の

活 

給排水管処
理技術 

水道関連の
技術情報 

管路 

海外の環境ソ
リューションビジネス 

環境関連 

地熱 

濃縮・乾燥
技術 

分析・解析技
術 

その他 

雨水 

水処理 

※InterAqua Online 事前登録者アンケートより 有効回答数：2532 
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商談を行った／

説明を受けた来

場者, 72.8% 

商談しなかった／

説明も受けなかっ

た来場者, 

36.1% 

来場者アンケート①商談について＆来場目的 

商談しなかった／説明も受けなかった理由 
※複数回答 

時間不足, 

51.6% 

ブースの雰囲

気, 27.0% 

関心のあるもの

はあったが、担

当者が来ていな

かった, 17.5% 

ブースに誰もい

なかった, 6.3% 

関心のあるもの

がなかった, 

9.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他 

次回出展検討のため 

特定の企業・製品の展示をみるため 

セミナー・カンファレンスへの参加 

競合他社の動向調査 

提携先または協業先検討 

具体的な出品製品購入・技術導入検討のため 

製品・技術の比較検討 

⾃社研究・開発促進に必要な情報収集 

業界動向のマーケティング 

来場目的 

※有効回答数：349 

会場での商談 
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期待以上, 

6.3% 

期待通り, 

38.1% 

まだ分からないが

業務に役立ちそ

う, 52.7% 

あまり得るもの

はなかった, 

2.9% 

来場者アンケート②来場成果 

成果内容※複数回答 

2.9% 

5.3% 

2.6% 

38.8% 

11.4% 

52.6% 

72.8% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

製品・技術の購入や導入を決定した 

セミナー・プレゼンの内容が役に立った 

新規提携先を開拓できた 

検討したい製品・技術が見つかった 

有意義な情報を得た：競合他社の内容 

有意義な情報を得た：最新市場動向 

有意義な情報を得た：新製品・技術情報 

※有効回答数：349 

★来場者の大半が参加成果を感じています。 
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出展者アンケート①来場者感触 

＞来場者数＆質ともに、60％以上のご出展者にご満足頂きました。 

13.5% 

24.3% 

32.4% 

32.4% 

43.2% 

51.4% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

同業者が多かった 

ビジネスに合致しない来場者が多かった 

既存顧客が多かった 

海外からの来場者が多かった 

新たなターゲットとなる来場者と会えた（予想外の顧客層等） 

既存ターゲット層の新規顧客を開拓できた 

来場者感触 ※複数回答 

※有効回答数：37 
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出展者アンケート②出展理由＆成果 

5.4% 

5.4% 

5.4% 

8.1% 

8.1% 

10.8% 

16.2% 

18.9% 

18.9% 

27.0% 

32.4% 

35.1% 

43.2% 

セミナー・カンファレンスが充実している 

既存顧客を招待しやすい 

来場者の質が高い 

開催時期が良い 

規模が適切 

関係者と一度に会える機会となっている 

異業種との出会いなど新しい発見がある 

知名度がある 

来場者数が多い 

来場者層が⾃社ターゲットに合致する 

新規開拓の機会として適切 

毎回出展しているため継続している 

展示会のテーマが良い 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

出展理由 ※複数回答 

13.5% 

2.7% 

8.1% 

13.5% 

13.5% 

24.3% 

27.0% 

29.7% 

37.8% 

48.6% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

あまり成果が得られなかった 

会期中に受注した 

新たな提携先・パートナーが見つかった 

ユーザーより貴重な意見を得られた 

他の出展者とのネットワークができた 

新製品・技術・サービスのアピールができた 

企業PRや知名度／イメージ向上に役立った 

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 

既存顧客とのコミュニケーションが深まった 

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 

出展成果 ※複数回答 

※有効回答数：37 
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出展者アンケート③こんな商談がありました※一部抜粋 

●●様が販売するフィルターの前処理で弊社製品を使
⽤する可能性があるので協力請うとのオファーを頂戴し
た。ビジネスマッチングシステムよりコンタクトされた。 

エンドユーザーと出会えた。省エネのコンサルと出会えた。 

弊社の周辺ブースの出展者と今後のビジネスの繋がりが
できた。 

これまでにコンタクトできていなかった大企業の担当部署
の⽅とのコンタクトが得られた。 

提案商品に対して前向きな購入依頼や見積依頼
をいただき、契約可能性が高い。 

今までコンタクトが取れていなかった顧客と打合せを
実施する機会が得れた。 

処理実験依頼複数あり。 

普段関わることの少ない建設業者や食品メーカーへ
の商品紹介の機会があった。 

政府機関との出会い。 

セミナーに参加されたお客様に、ブースでの展示を見て
頂くことができた。 

※有効回答数：37 
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ビジネスマッチングシステム 
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●こんな課題がありました ※一部抜粋 

自社の業種 解決したい課題（和文）

大学・研究機関 海外水利使⽤について探しています

運輸業
貨物船舶を改造し、特殊船⽤途での実現可能性を検討中。具体的には海水淡水化装置を搭載し、陸上のプラント機能を船に持たせられるかどうかの技術検討です。

水不足を含む未来のニーズに対しての検討課題にご賛同頂け、ご協力をして頂ける企業様、研究機関様を求めています。

大学・研究機関 Algal Bloom Treatment

電気・電子機器・総合電器 紫外線殺菌処理にLEDを使⽤したい。

鉄鋼・非鉄金属製造業 弊社ベトナム工場での製缶品のOEM。

大学・研究機関 尿を対象とした廃水の浄化を目指しています。共同して研究・開発を進められる企業様・大学様を求めています。

サービス エレクトロニクス（半導体およびディスプレイ⽤）超純水装置向けUF膜の差がわからない。RO膜の塗布⾃動化から巻取までの製造装置の主要メーカーはあるのかないのか、なければ新規参入が可能なのか

大学・研究機関
１、微生物発、電微生物燃料電池、作成するにあたっての材料（マテリアル、電極など）、機材（ポンプ、加工機器など）、機器（センサー、ガスセンサー、CODセンサーなど）の調達、情報。２、同じ研究を

行っている大学、企業と連携、提携、情報。３、廃液処理にコストダウン、処理⽅法に問題を抱えてる企業とのコラボ、連携、研究など

●会期中成立した商談 ※一部抜粋 

業種 精密機器・産業機械製造業 

職種 営業・サービス 

課題 

We are looking for local partner who are interested in our 
filter system that has very competitiveness and resist high 
turbidity and high treatment efficiency. We have over 1000 of 
sales records around world. 

業種 建設・不動産 

職種 営業・サービス 

課題 
浄水・下排水処理⽤の中空糸膜モジュールを提供しております。他にも、ろ過・
分離・精製でお困りのことがあれば、幅広い製品ラインナップで対応させて頂き
ます。 

業種 有機材料・化学 

職種 設計・生産・製造・品質管理 

課題 
Fluorescent tracer PTSA in the industrial water system 
Water treatment chemicals monitoring equipment 
Water treatment chemicals algaecide & biocide 

業種 有機材料・化学 

職種 事業開発・マーケティング 

課題 

弊社は排水処理⽤の高分子凝集剤を製造販売をしている会社である。今後
大々的に海外展開をする予定であり、一緒に販促をしてくれるビジネスパート
ナーを探索中である。要は商社的な立場の会社を探索はしているが、基本的
な排水知識をお持ちであり、フットワークの良い会社を希望します。 

業種 水産・農林・鉱業 

職種 購買・資材調達、施設管理 

課題 

We seek to apply Nano Bubbles in South America in the most 
professional way possible. We are looking for strategic 
alliances with companies, professionals from the nano bubble 
area.  

業種 外国公館・機関・団体 

職種 その他 

課題 

●●は、環境・エネルギービジネスの支援機関であると同時にネットワーク組織
でございます。出会いからASEAN地域への海外展開まで、年間を通じて支援
しております。環境エネルギー分野における、研究開発、事業化、販路拡大、
パートナー探し等にご関心のある⽅は、ぜひお声かけください。 
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展示会ハイライト 
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関西発！水の技フェスタ 
 
会期：2017年9月28日（木）-29日（金）  
     10:00-17:00 
会場：グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター 
       （JR大阪駅北口直結） 
出展申込締切：2017年6月30日（金） 

水循環のスマート化と水ビジネスの次代と切り拓く 
 
会期：2018年2月14日（水）-16日（金） 10:00-17:00 
会場：東京ビッグサイト 東1ホール＆会議棟 
出展申込締切：2017年9月29日（金） 
出展仮申込締切：2017年7月31日（月）までは取消料無料 

●希望小間位置を先着順で受付中！ 

～お問合せ～ 
 

InterAqua事務局 
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

TEL: 03-5657-0757 FAX: 03-5657-0645 
E-mail: interaqua@jtbcom.co.jp 
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