
出展のご案内

会  期

会  場 東京ビッグサイト　東1ホール＆会議棟

2019.1.30　  ▶2.1水 金

www.interaqua.jp

主 催：
InterAqua事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン トレードショー事業部

〒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

※	隣接する小間がある場合は、事務局で仕切りパネル（高さ2.7m）を設
置します。

	 但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。

※	小間設営・装飾費、電機・給排水・電気料金、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。

 出展料金（1小間：3m×3m＝9m2）

 出展のお申込み・お問合せ

 企　業 1小間  ¥320,000 （税別）

独法・公的機関・学校各研究室 1小間  ¥160,000 （税別）

※備品のサイズは変わる可能性があります。
　詳細は事務局までお問合せください。

ご出展準備をサポートするパッケージブースプランをご用意しております。
基本装飾品をセットにした費用対効果の高いプランですので、是非ご活用ください。

1小間ブースプラン　※2小間以上のプランもございます。¥170,000（税別）〜

付帯備品 数量
展示台（W990mm×D700mm×H750mm） 3台
受付カウンター（W900mm×D450mm×H900mm） 1台
パラペット（H300mm） 3m
社名板　ゴシック体モノクロ１行（W1800mm×H300mm） 1枚
パイプイス 2脚
カタログスタンド（A4縦型 12段） 1台
貴名受 1ヶ
スポットライト（100W） 3ヶ
床面カーペット 9㎡
幹線工事（電気使用料込み） 1kW
コンセント（2口） 1ヶ
ゴミ箱 1ヶ
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展示台：H750　引戸付

カタログスタンド

壁面：H2700

ゴミ箱

床：カーペット

受付
カウンター

 パッケージブースプランのご案内 ※料金は参考価格です。

参考 価格：￥110,000	(税別)
素材：システムパネル

 出展までのスケジュール

2018年7月 8月 9月 10月下旬 11月 12月 2019年1月

7月31日（火）
仮申込
有効期限

9月28日（金）
本申込
締切日

出展者説明会
（予定）

ビジネスマッチング	
システム
オープン

各種提出書類
締切日

1月28日（月）〜29日（火）	 搬入・設営

1月30日（水）〜2月1日（金）	展示会開催

8月1日（水）〜	
キャンセル料	50％ 9月29日（土）〜　キャンセル料	100％

 出展者プレゼンテーション

■プレゼン会場：シアター形式、100〜150名（予定）

■料金に含まれるもの：
プレゼン用スクリーン、プロジェクター、音響機材一式（マイク2本、
スピーカー）、公式Web及び展示会招待状など主催者広報ツールへの
情報掲載
※受講者受付、進行管理、資料準備・配布は出展者様自身にて行ってください。

1セッション　40分  ¥100,000 （税別）

展示ホール内のセミナー会場において、自社セミナーを開催することが可能です。
展示会のご出展にあわせて、より効果的なプロモーションを行っていただくことができます。
※ご出展いただく方限定のプログラムです。枠数に限りがあります。

 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

2018年9月28日（金）まで ご請求額の50％

2018年9月29日（土）以降 ご請求額の100％

※	仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合、もしくは書面にて本申込への切
替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有します。

※	締切前でも予定小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。
※	請求書記載の日時が上記と異なる場合、請求書記載の日時までにご出展料を指定口座へお振込みください。

「出展申込書」に必要事項をご記入の上、事務局宛にe-mail又はFAX又は郵送にてお送りください。

◦ 仮申込有効期限：2018年 7 月 31日 （火）
◦ 本 申 込 締 切 日：2018年 9 月 28日 （金）
◦ 入  金  期  日：2018年 10 月 31日 （水）
◦ 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、仮申込期間は除く。詳細は出展申込書の裏面記載の規約をご確認ください。

★小間位置は先着順です。最新図面はホームページでご確認頂けます。



水環境分野での水処理技術・システムに資する製品・サービスの提案・導入から、共同研究開発、事業アライアンスまで、
産学官・異分野融合のグローバルなビジネスマッチングを促進します

　世界では人口増加や都市・工業化による水不足や環境問題など課題に直面する一方、わが国は本格的な人口減少時代と社会変動に直面
する大きな転換期を迎え、「量」と「質」の両面でのニーズと課題に対する挑戦が続きます。企業においては、水資源の循環利用やエネルギー
としての利活用など、省エネやコスト削減、水・環境リスクへの積極的な取組みが求められています。
　増大する水の「量」と「質」のニーズ・課題に対し、水処理システムにおいても、センサーや通信技術を用いたIoT、人工知能（AI）、デー
タ活用等による付加価値サービスや異業種連携など、ビジネスの変化・進化は続きます。
　InterAquaは、日本の水処理／管理技術を中心に、国内外における水ビジネスの起点として活用いただくべく、2010年の初回から数え
て、開催10回目を迎えます。技術革新や市場ニーズの多様化・複雑化に寄り添い、水ビジネスの次代を創る皆様を支援する展示会を創っ
てまいります。
　水処理の課題解決の場として、技術導入・アライアンス・ネットワーキングの機会として、ぜひ当展をご活用ください。

水循環のスマート化と水ビジネスの次代を切り拓く

１．素材・部材・
モジュール

高分子分離膜（RO、NF、UF、MF）、セラミック膜、イオン交換膜、MBR、各種ろ材、吸着剤（活性炭、キレー
ト樹脂	等）、微生物固定化担体、薬品（凝集剤、脱水剤、浮上剤、重金属捕集剤、殺菌剤、洗浄剤	等）、配
管材料（パイプ、フィッティング、継手、バルブ	等）、各種ポンプ、ブロア　など

２．装置・機器

汚水・排水処理装置、浄水・用水処理装置、（超）純水製造装置、海水淡水化装置、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）、MBRユニット、汚泥処理装置、吸着装置（活性炭、イオ
ン交換）、オゾンガス発生装置・オゾン水生成装置、紫外線・UV-LED等殺菌装置、超微細気泡散気装置、
マイクロ/ナノバブル発生装置、電解水発生装置、分析・計測機器、省エネ・創エネ型水循環利用技術（小
水力発電、下水熱利用、バイオガス利用	等）、排水回収・再利用、再生水・雑用水利用、センサーネットワー
ク、有価物回収・減容化装置、排熱回収装置　など

３．システム・サービス

施設運転維持管理（O&M）、施設設計･施工･管理（DBO）、管路維持管理、水資源スマートグリッド、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）、水処理遠隔監視
システム、包括水料金システム、超純水供給サービス、地下水利用サービス、分析サービス、維持管理受
託、IoT向け通信ネットワーク（LPWAなど）、スマートメーター、ビッグデータ利活用（需給量、水利用情
報、需要予測など）、外部・他業種との連携サービス（人口情報、気象情報、自動検針など）、財政・投資計
画支援　など

４．防災・環境対策／
省エネ・省CO2支援

災害対策用ろ過装置、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）、緊
急浸水対策技術、分散型処理システム、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）、コンサルテーション（水リスク、ウォーターフットプリント、省エネ、環
境対策など）、グリーンインフラなど

膜技術、フィルター、分離技術、高機
能素材、水処理の省エネ、節水、コス
ト削減など

水の効率化・高機能化

水資源・エネルギーの有効利用
創エネ、下排水再利用、バイオマス、
バイオガス、有価物・資源回収／減
容化、熱回収利用など

海水淡水化、下廃水処理・再生、分散
型処理、海外実証プロジェクト、雨水
活用など

計測機器、環境センサー、スマート
メーター、ソフトウェア、通信ネット
ワーク、データ活用など

環境／省エネコンサル、リスクマネジ
メント支援、調査・分析・評価サービ
ス、環境保全・浄化など

上下水インフラ管理、浸水対策、雨水
活用、グリーンインフラ、地下水利用
と水資源確保、解析・予測技術など

水循環システム

IoT活用

水ビジネスの海外展開

水環境リスクとマネジメント

水処理プラントメーカー・
エンジニアリング

建設・設計・
コンサルティング

総合商社・専門商社・
代理店・輸出入業者

製造業・施設など
民間の水ユーザー

公官庁・自治体・
上下水道事業体

装置・設備・機械メーカー

情報通信・ITベンダー・
サービス

部品・デバイスメーカー 研究機関・大学

主　催 	株式会社JTBコミュニケーションデザイン

規　模 	70社／80小間（予定）

来場者 	50,000名（予定・同時開催展含む）

名　称 	InterAqua2019	第10回国際水ソリューション総合展

会　期 	2019年1月30日（水）〜2月1日（金）10:00-17:00

会　場 	東京ビッグサイト東1ホール・会議棟

来場者の担当業務
実施エリア

（InterAqua2018来場者アンケートより）

各テーマの最新情報・トピックスを発信！質の高い来場動員による出展者とのビジネスマッチングを促進します

 異業種とのコラボレーションが加速する12の同時開催展

◦【GWRA	水ビジネスセミナー】
	 途上国地域向け小規模分散型処理システム

◦	2018	JDA	Forum
	 「世界の今を知るエキスパートが語る海水淡水化と水再利用」

◦【雨水管理のスマート化戦略シンポジウム】
	 ICT／IoTは下水道にイノベーションをもたらすか

◦【ARSIT雨水活用シンポジウム】
	 「雨水の利用の推進に関する法律」がもたらしたもの

◦	IoT活用による社会インフラ／水道事業のスマート化	
◦	水道におけるスマートメーターの最新動向
◦	地下水マネジメントのこれから
◦	出展者プレゼンテーション
	 「社会課題の解決と企業の水リスク回避を目指して」
◦	JUVAセミナー
	 「紫外線を用いた水処理の現況と今後の展望」
◦	産総研水プロジェクトセミナー	

＜主な来場対象＞

＜前回実施セミナー＞

・エネルギーの法人需要家（工場、ビル、商業施設など）
・建設、設計事務所、ビルメンテナンス、ファシリティマネジメント
・電気・ガス・熱供給などのエネルギー事業者

工場、施設、住宅の省エネ支援・新エネ技術から、
電気・ガス事業支援まで省エネ社会実現のための
省エネ・再エネ技術（デマンドサイド）の展示会

・表面処理・めっき加工業
・製造業のエンドユーザー

表面処理・表面改質・表面硬化など幅広い産業分
野に対応した表面技術の展示会

・製造業のR&D部門
・国内外の研究開発機関、大学

多岐にわたる分野のR&D関係者が
グローバルに集結

造水 海水淡水化 浄水・用水 排水処理 循環利用雨水・地下水 汚泥処理・減容化

国内
61%

海外・国内
両方
30%

海外
9%相互入場

による動員

 水循環のスマート化に向けて

 開催概要  出展対象

 主なテーマ・トピックス

 来場対象

 同時開催セミナー“Aqua Week”


