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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（東京国際展示場） 東1ホール

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、日本脱塩協会、

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

開催日 天候
来場者数

（同時開催展合計）

1月30日（水） 12,479名

1月31日（木） 14,216名

2月1日（金） 16,927名

３日間合計 43,622名

来場者数（同時開催展含む） 展示会規模 【海外出展：27ヶ国・地域】

開催概要

展示会名
出展者数

小間数
国内 海外 Total

InterAqua 76 5 81 96
ENEX 210 5

260 406電力・ガス新ビジネスEXPO 15 0

Smart Energy Japan 30 0

nano tech 319 156 475 615

TCT Japan 86 19 105 204

Convertech JAPAN 99 4 103 317

先進印刷技術展 0 0 0 0

新機能性材料展 156 2 158 234

3次元表面加飾技術展 33 1 34 49

JFlex 56 1 57 72

ASTEC 45 0 45 62

SURTECH 86 2 88 126

Total 1211 195 1410 2193

水の効率化・高機能化 水資源・エネルギーの有効活用

水循環システム

水ビジネスの海外展開 水環境リスクとマネジメント

IoT活用

メディア・グローバルパートナー：日本水道新聞社（日本水道新聞、日本下水道新聞）、環境新聞、Global Water Intelligence(UK)、
Asian Water Magazine(Malaysia)、INDO WATER 2019 Expo&Forum（インドネシア）、PVPC EXPO

同時開催展示会：
（東1～6ホール）

→

セミナー数

14プログラム

セッション数

33本

受講者数

1,250名

併催セミナー”Aqua Week“
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●国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
「超スマート社会を実現するナノテクノロジー」

来場対象：有機素材、電子・電子機器・総
合電機、精密機器・産業機械製造業など

●表面技術・界面科学であらゆる産業の最先端ニーズに応える専門展
●あらゆる産業分野に向けためっき、表面処理、表面改質の専門展

来場対象：めっき関連技術、熱処理技術、環境保全・安全対策関連など

●工場・ビル・施設の省エネとエネルギー管理を推進

来場対象：法人エネルギー需要家（工場、施設、小売り店舗
等）、建設・住宅業界、エネルギー管理関係者など

●コンバーティングテクノロジー総合展

来場対象：エネルギー、エレクトロニクス、自動車、農業・食品など

国内最大級
３Dプリンティング＆
AM技術の総合展

来場対象：精密機器・産業機械、
自動車・運輸機器部品、電機・
電子機器・総合電器、情報・通信

●IoTスマートハウス、VPP、分散エネルギーシステムなど、
エネルギーシステム開発に関する展示会

来場対象：システムエンジニア、システムインテグレーター、
メーカーの製品開発・設計技術者、研究機関や大学など

●電力・ガス事業を支援するビジネスパートナリング

来場対象：発電・送配電・小売電気・ガス小売事業者、
エネルギーリソースアグリゲーターなど

（東４ホール）

（東2~3ホール）

（東4~6ホール）

（東6ホール）

（東１~2ホール）

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
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展示会場フロアマップ（東1-2ホール）
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出展者一覧 ● 産業向け水処理ソリューション

NEDOでは、排水処理・海水淡水化技術に関
する国際実証を進めるとともに、正浸透膜法を用
いた海水淡水化技術等の先端技術開発や、IoT
技術の活用により上水道の運営システムの効率
化を目指した事業を実施するなど、水処理分野に
おいて様々な事業を推進しています。
今回の出展では、これら事業の最新の実施状況
及び成果について、パネル展示や実験デモ等を交
えて紹介いただきました。

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)
・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）
・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）
・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）
・戦略的省エネルギー技術革新プログラム／省エネ
型造水FO膜システムの開発
・IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／
高度なデータ活用を可能とする社会インフラ運営シス
テムの開発
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“ESG時代と企業の水リスクマネジメントのこれから”
開催日時：1月29日（水） 受講者数：131名

“Water-Solution～水の最適化による究極の水循環型社会を目指して～“
開催日時：2019年1月31日（木）受講者数：226名

関連セミナー

主催者企画①： 産業向け水処理ソリューション

省エネ支援「ENEX展」との共同企画。エネルギーとユーティリティの両面から、産業ユーザーの課題解決支援を目的として実施しました。

集中展示
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出展者名 出展製品・サービス

アステック入江 他に類がない、塩化鉄リサイクルを活用した凝集剤の製造、及び都市鉱
山リサイクル。

アソシエイツ 海外工場・施設の水の問題を解決！海外拠点の邦人・外国人エンジニ
アにより、確かな技術を安価に提供いたします。

イガデン 電気分解（特許技術）により無薬品の水浄化技術の展示。冷却塔循
環水の水質改善装置、排水処理装置、電解濃縮アルカリ水生成装置。

MDI MDIでは、排熱回収20を主とする各種熱交換器のご提案を行っておりま
す。水のメンテナンス用品も取り揃えてお待ちしております。

笠原理化工業 pH計、DO計、残留塩素計、銅濃度計他を展示します。

環境テクノス 高い技術と豊富な経験によって、お客様が必要とされている純水装置のご
提案を 行い、多様な装置や製品を安価でご提供致します。

協和機電工業 独自のオゾンマイクロバブル浮上分離装置とサブミクロンファイバーカートリッ
ジで含油排水を処理します。

栗田工業 クリタは、水の『供給・回収・改質』を軸に、様々なソリューションを提供し究
極の水循環社会の実現を目指します！

ケネック 流量観測向けプロペラ式流速計、電磁流速計、水位計を展示しています。
お気軽に弊社ブースへお立ち寄りください。

グローバルファーム クーリングタワーなどのスケールの除去・防止効果・除菌・臭気抑制など、
薬物添加不要な天然鉱物「宙石」を活用した水質浄化方法をご提案しま
す。

積水アクアシステム 排水処理水槽（流動担体槽、膜分離槽）を地上化して、品質及びメン
テナンス
性を向上させたボルト組立式パネルタンクのご紹介

ゼックフィールド 独自理論に基づく高性能機器の開発により小型・軽量・省エネを実現。
幅広い分野での活用が期待出来ます。

センシズ 圧力センサ、投げ込み式水位センサを開発・設計から製造まで行っており
ます。 1台からご提供、特注品のご相談もお請け致します。

Taiwan Press 固体液体分離する台湾NO.1のFilter Pressです。脱水効果抜群で含
水率市場最低、世界中から高い評価のPassalを展示します。

タキエンジニアリング 豊富な知識と経験で、水処理・液体処理の問題解決をご提案いたします。
ぜひ貴社の水処理に関する課題や問題をご相談ください！

ちきたく・アクアイー
スターカンパニー

廃水処理の維持管理・経費削減のコンサルティングを中心に、水処理全
般・熱エネルギーの削減など総合的なご提案を致します。

出展者名 出展製品・サービス

帝人フロンティア 汚泥削減・環境負荷低減に貢献する排水処理用担体や、高機能
濾材、脱水助剤などを展示します。

東洋アクアテック 地下水や工業用水を利用し初期投資０円で水道・電気料金の削
減を提案致します。 工場・病院・老人ホームへの導入実績があります。

東洋スクリーン工業 目詰まりし難いウェッジワイヤーで世界初5μm級スリットを実現。微細
固形物の回収でお困りの現場を弊社装置が御手伝いします。

中島物産 水産養殖の環境改善や洗浄分野で活用できるファインバブル発生装
置を展示します。

ナガセテクノエンジニ
アリング

従来の紫外線処理では対応できない混濁液体用UV殺菌システムと
静電気 力を応用した液体の塗布装置を展示します。

ナノクス ウルトラファインバブルで殺菌、洗浄、水質改善！高効率で数億個
/mlのウルトラファインバブルを生成します。

日本環境科学研
究所

環境に配慮したバイオ活性による応用生物処理の提案です。一定条
件設備により、水質安定化、汚泥減容化など効果が期待できます。

日本治水販売 ランニングコスト不要、スケール対策No.1の水処理装置「エミール」
クーリングタワー、エコキュートなど採用企業多数！デモ機を展示します。

ハック・ウルトラ ハック・ウルトラはHachCompanyの日本法人として高品質のTOC計、
溶存酸素計等を様々な産業分野に提供しています。

村上開明堂 発泡ガラスで汚水の浄化や悪臭除去を実現！純粋なガラスリサイクル
材で作る“バブグラス”を展示します。

森下環境 工場排水の最適化のご提案です。展示会場にてCODの簡易測定を
実施しますので測定ご希望の方は排水サンプル(10ml程度)ご持参く
ださい。

八千代エンジニヤリ
ング

水リスク対策って何から始めればいいか悩んでいるご担当者様必見！
貴社の水リスクを評価し、管理・対応策のご提案いたします。

ユアサメンブレンシス
テム

有機系精密ろ過平膜を用い、有価物化や減容化が容易な、無薬注
で液中の固形物を回収する『ユアサ逆洗型平膜装置』を出展しま
す！

NEXCO西日本ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ Ligaric

ウルトラファインバブルを高効率・安定的に生成可能。洗浄、清掃分
野等でその効果が実証されている「バビット」を展示します

ワイビーエム 無限の可能性を秘めたウルトラファインバブルの発生装置を展示！洗
浄、工場排水等、様々な分野の応用事例を紹介します。

出展者紹介
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水道事業の効率的な運営の実現や、利用者への新サービス・提供価値の創造に重要な役割を担う注目のデバイス「スマート水道メーター」。
エネルギー総合展との同時開催も活かし、官民連携、事業者間、電力・都市ガス・IT関連企業など、
様々な形でのネットワーキングとコミュニケーションの創出を目的として実施しました。

出展者

“スマート水道メーターの最新動向と各社取組”
開催日時：1月31日（木）10:15~11:15
協力：公益財団法人 水道技術研究センター
受講者数：201名

併催セミナー 主な来場者・聴講者

出展者名 出展製品・サービス

Itron 無収水を減らすプログラム、水圧管理、
水漏れ探知、クラウドでのデータ分析、
DMA管理、メーター交換管理、AMIや
AMRシステムなどにより水の効率化を
図ります。

メーターアライアンス 香港のスマートホーム関連の設計開発
製造支援企業です。Wi-SUN端末を
使用した水道・ガスメーターのデータ取り
込み実演中。

アズビル金門
（パビリオン出展）

アズビル金門は、IoT業界注目の
LPWA通信を活用した実証実験などを
通じて、全てのメーターのIoT化を目指
す取組みを推進しています。

Kamstrup
（パビリオン出展）

カムストラップ社は水道事業体に超音
波水メーター、センサー、遠隔検針サー
ビス、及びデータの分析サービスを提供
します。

Sensus Japan
（パビリオン出展）

Sensus Japan（センサスジャパン）
は水道業界のグローバルリーダーとして、
通信技術、先進的な水道メーター、
データ分析を提供いたします。

東洋計器
（パビリオン出展）

当社は水道やガスのメーターをはじめ、
自動検針システム、電子決済システム
などの開発・製造・販売を手がける会
社です。

・経済産業省
・横浜市水道局
・伊那市役所
・市原市役所
・神奈川県広域水道企業団
・東京水道サービス
・東京都水道局
・大町市役所 など

・東京電力パワーグリッド
・中部電力
・北陸電力
・関西電力
・東光東芝メーターシステムズ
・富士通
・明電舎
・両毛システムズ
・沖電気工業
・日本電気
・月島機械
・第一環境
・本田技研工業 など

◆企業◆

◆省庁・上下水道事業体◆

主催者企画②：スマート水道メーター関連展示
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展示会場風景

栗田工業

グルンドフォスポンプ

海外水循環システム協議会(GWRA)／堀場アドバンスドテクノ

日本治水販売 スタンレー電気

新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
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◆1月30日（水） ◆1月31日（木）

134名

86名

※数字は当日受講者数

131名

44名

133名

96名

28名

201名

15名

主催者企画③：併催セミナー「Aqua Week」
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◆2月1日（金）◆1月31日（木）

226名

51名

25名

45名

16名

91名 148名
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来場者データ：業種＆職種別分布
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全体来場数TOP５
①商社・代理店・輸出入業 × 【営業】
②プラント・エンジニアリング・建設・コンサル × 【営業】
③プラント・エンジニアリング・建設・コンサル × 【開発設計】
④プラント・エンジニアリング・建設・コンサル × 【研究開発】
⑤プラント・エンジニアリング・建設・コンサル × 【経営層】

産業分野ユーザー来場数TOP５
①材料・化学メーカー × 【研究開発】
②半導体・電子部品・デバイスメーカー × 【設備・施設管理】
③材料・化学メーカー × 【生産・製造】
④食品・飲料メーカー × 【生産・製造】
⑤食品・飲料メーカー × 【研究開発】

※有効回答数：3,099



来場者データ：担当業務・来場目的

従事する業務分野 業務の実施フィールド

来場目的TOP5

1. 業界動向のマーケティング、情報収集 ・・・・・ 61%

2. 自社研究開発・技術促進の参考として ・・・・・ 30%

3. 提携先または協業先の開拓 ・・・・・ 21%

4. 製品購入・技術検討の具体的検討 ・・・・・ 19%

5. セミナー・カンファレンスへの参加 ・・・・・ 17%

✓ 前回より、産業向け水処理に携わるサプライヤー、
およびエンドユーザー側の来場が増加

✓ プラントエンジニアリングの研究・開発従事者は、
共同研究や提携・協業先の開拓、
新製品・新技術のリサーチを目的に来場

✓ 民間エンドユーザーは、課題解決のための情報収
集やソリューション導入検討を目的に来場

※有効回答数：2,996

※有効回答数：1,764

※有効回答数：3,020

4割は海外での
水ビジネスに従事

または
水処理のユーザー
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来場者データ：関心のある製品・技術分野

① 汚水・排水処理
② 浄水・用水処理
③ 水回収・再利用
④ 汚泥処理
⑤ 節水・省エネ
⑥ コスト削減
⑦ 水リスク管理、環境負荷・CO2排出量低減
⑧ 再生水・雑用水利用
⑨ 海水淡水化
⑩ 雨水利用、異業種との連携

当展来場者がお困りの課題・探しているソリューション
【TOP10】

① ろ過装置
② 処理薬品
③ 事業支援ソリューション
④ 高分子分離膜（RO、NF、UF、MF）
⑤ UV-LED（紫外線LED）殺菌
⑥ 遠隔監視・自動制御システム
⑦ イオン交換膜
⑧ ファインバブル/ナノバブル発生装置
⑨ セラミック膜
⑩ ビッグデータ利活用（需給量、水利用情報、

需要予測など）

前回より回答数の多かった製品・技術分野
【TOP10】

※有効回答数：2,846
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装置・機器・システム

素材・モジュール・部材

管理・運営・サービス



来場者データ：来場成果

来場成果
「次回も来場されますか？」

関心のあるジャンル・テーマ・技術・製品

創エネ・エネルギー回収利用
⚫ バイオガス発電、
⚫ マイクロコジェネ発電、バイナリ発電
⚫ 蒸気、排熱再利用
⚫ 潮流発電、洋上水力発電、発電機の製造

新技術/製品・最新情報
⚫ 日本に進出していない、或いは日が浅い、
水に関連する企業

⚫ オゾンや水素など、気体原料の活用法
⚫ 海外との競争がある中で、国内で伸びそう
なテーマ、海外で伸びそうなテーマなど各
分野での詳細な経済情報と技術情報を
合わせた情報

⚫ 光触媒製品とその応用装置
⚫ 浄化、高機能化
⚫ 洗浄技術、コンタミ分析
⚫ 分離技術、精製技術、クリーン化技術
⚫ 紫外線LED

IoT、AI、自動制御、遠隔
操作、センサ/センシング
⚫ IT、AI等活用した先進的な水処理技術
⚫ ガス、水道等のメータ関係全般と世界動向
⚫ 遠隔監視・制御プロセス技術
⚫ 産業用センサー
⚫ ドローンの活用
⚫ 排水処理での省エネ、自動化技術

節水・水回収
⚫ 水の回収技術、節水提案、循環水装置
⚫ 排水レス塗料ミスト処理

水資源保護・水リスク対策
⚫ ノンケミカルの殺菌技術
⚫ 廃プラスチックの排出問題
⚫ ESG市場動向、CDP対応
⚫ IPCC目標達成に向け、企業が導入できるグリーンエネルギー
⚫ バイオマスプラスチック、生分解性プラスチック、プラスチックのリサイクル
⚫ 環境対応素材技術

上下水道インフラ
⚫ 運転管理、維持管理、更新・更生技術
⚫ スマートウォータシステム関連

※有効回答数：516
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カテゴリー

情報収集・調査

新規提携先の開拓

製品・技術の購入や導入

セミナーへの参加



※有効回答数：59

期待以上

20%

期待通り

48%

やや期待を下回る

27%

少なかった

5%

満足度68% 満足度76%

今までに営業、取引実績のない
新規顧客を開拓できた

ターゲットに合致する方が多かった

既に取引実績のある企業に来ていただいた

海外からの来場者が多かった

同業者が多かった

自社ビジネスに関連がない方が多かった

期待以上

10%

期待通り

66%

やや期待を下回る

17%

期待を下回る

7%
来場者の数 来場者の質

✓ 半数以上の出展者が新規顧客へ
のアプローチに成功

✓ 前回と比較し、ビジネスに関係のな
い来場者が半減

✓ 従来よりもターゲットとする企業との
接点としての満足度が高くなった

出展者アンケート：ブース来場者の感触・満足度

16



商談に繋がりそうな
アポイントや見積依

頼を受けた

32.2%

※有効回答数：59

●国内ではほとんどない水処理がメインの、当社の製品と来場者のニーズが合致する展示会となっているため、出展動機の高い展示会です。

●展示会のコンセプトが決まっており、それに沿った企業・顧客が来るので情報収集・意見交換がしやすいです。

●隣接する展示会からの来場者もブースに来るので、様々な分野の方と名刺交換できたり、当社を知ってもらう機会があり満足しています。

●油排水処理をメインにデモ機の展示を行いました。実際に油排水処理に困っている方に来て頂け、実証試験について具体的な打ち合わせを行いました。

●仕様を説明後、見積依頼、受注という案件がありました。

●弊社はじめての展示会でしたが、会社のPRだけでなく新規顧客の開拓を行うことが出来ました。

出展成果

具体的な出展成果（一部抜粋）

出展者が感じた他展との違い（一部抜粋）

企業PRやブランディング、
知名度向上に役立った

33.9%

貴重な情報収集や
意見交換ができた

35.6%

新製品・技術・サービスの
アピールができた

40.7%

●自社製品の市場認知度が低いことが分かった反面、製品自体の魅力度は顧客にとって高いものと感じることが出来ました。

●自社ブースへ知識を持った方に訪問頂き、具体的な商談が出来ました。来場者の質の高さに満足しています。

出展者アンケート：出展成果・他展との違い
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展示会広報

メディアパートナー

（順不同・敬略称）

パートナー側の各種媒体（紙・WEB）において、特集記事、広告掲載、
読者へのメールマガジンでの開催案内などのプロモ―ションを実施しました。

（水道新聞、下水道新聞）

主催者による広報活動

メールマガジン配信 プレスリリース発行招待状配布 プレス発表会の実施

厚生労働省、国土交通省、経済産業省、
環境省などの各記者クラブへの取材案内

同時開催展を含め開催発表会を実施
各メディアに対するPRを行いました

当日来場・取材プレス

日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日経BP社、文化放送、日本水道新聞社、環境新聞、水道産業新聞社、
産業用水調査会、産業タイムズ社、化学工業日報社、新農林社、クリーンエネルギー調査・研究所、産報出版、
日報ビジネス、Gichoビジネスコミュニケーションズ、ゴムタイムス社、シー・サポートセンター、テックタイムス、
ファスニングジャーナル、みなと山口合同新聞社、経済新報社、公共投資ジャーナル社、工業技術新聞社、
工業新報社、工業通信、産業通信、商工経済新聞社、新樹社、電波新聞社、石油化学新聞社、鉄鋼新聞社、
日刊建設通信新聞社、日本設備工業新聞社、北海道建設新聞社、熱産業新聞社、理工出版社、
イーエクスプレス、オプトロニクス社、日本ビジネス出版、日本工業出版 ほか

グローバルパートナー

海外の展示会主催者とのパートナーシップを組み、相互PRを実施。
日本国外の水処理業界・官民ユーザーへのプロモーションを実施しました。

環境新聞
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2020年1月29日（水）～ 31日（金）10:00-17:00
東京ビッグサイト 南1･2ホール

お問合せ先 InterAqua事務局

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

出展料金（税別、1小間：3m×3m＝9㎡、スペース渡し）
◇企業 ・・・ ¥320,000
◇独法・公的機関・学校各研究室 ・・・ ¥160,000
◎出展者プレゼンテーション ・・・ お問い合わせください

小間位置は申込先着順でご案内します

出展本申込締切：2019年9月30日（月）
出展仮申込締切：2019年6月28日（火）までは取消料無料


