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Energy & Utility Innovation!

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

 出展者サポートプログラム（有料・オプション）

出展者セミナー、バーコードリーダーサービス、出展者専用プライベートルーム、 
レンタルストックルーム、各種広告プラン等をご用意します。詳細は事務局までお問合せください。

1小間= 9m2（間口3m×奥行き3m）
※	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。

 出展料（税別）  小間仕様

企　業 1小間  ¥320,000

独法・公的機関・学校各研究室 1小間  ¥160,000
※	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。

（イメージ）

2.7m

3m3m

 施工費（有料・オプション）

1小間パッケージブースプラン 2小間パッケージブースプラン
参考 価格：￥120,000	(税別)〜

素材：システムパネル
参考 価格：￥180,000	(税別)〜

素材：システムパネル

展示台 （W990mm×D990mm×H750mm） 3台
受付カウンター（W900mm×D450mm×H800mm） 1台
パラペット （H300mm） 3m
社名板 ゴシック体モノクロ１行 

（W1200mm×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 9m2

幹線工事 （電気使用料含む） 1kW
コンセント （2口） 1ヶ
ゴミ箱 1ヶ

展示台 （W990mm×D990mm×H750mm） 4台
受付カウンター（W900mm×D450mm×H800mm） 1台
パラペット （H300mm） 6m
社名板 ゴシック体モノクロ１行

（W1200mm×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） 4ヶ
床面カーペット 18m2

幹線工事 （電気使用料含む） 2kW
コンセント （2口） 2ヶ
ゴミ箱 1ヶ

 開催までのスケジュール

28 日（金）
仮申込有効期限

30 日（月）
本申込締切

25 日（金）予定
出展者説明会（東京）

各種提出書類
締切

InterAqua2020
東京ビッグサイト・南ホール

27日（月）、 28日（火） 搬入・設営期間
29日（水） ～31日（金） 展示会会期

InterAqua2021
東京ビッグサイト・東ホール

25日（月）、 26日（火） 搬入・設営期間
27日（水） ～29日（金） 展示会会期

出展募集要項

 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

2019年9月30日（月）まで ご請求額の50％

2019年10月1日（火）以降 ご請求額の100％

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。小間位置は申込先着順でお選びいただけます。
紙・PDF版出展申込書を使用する場合は、メール・FAX・郵送にて事務局宛にお送りください。
本展示会は6月28日（金）迄の仮申込（有効期限内の申込キャンセルや小間数変更が無料）が可能です。

1 仮申込有効期限： 2019年 6月28日（金）
 本申込締切日     ： 2019年 9月30日（月）
	 	 ※	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。

2 出展料のお支払い： 出展本申込後、事務局より請求書を発行します。 
  請求書記載の指定日までに指定口座へお振込みください。

3 出展申込の取消： 本申込手続き後の出展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（規約13項参照）。

適用税率に関して
2019年3月31日までに本申込の場合、消費税率8%を適用。
2019年4月1日以降の本申込の場合、新税率10%を適用します。

〒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

連絡先
（株）JTBコミュニケーションデザイン

InterAqua事務局
主催



本展の特⻑・ご出展のメリット

会　期   2020年1月29日（⽔）〜31日（金）10:00-17:00
会　場   東京ビッグサイト 南1・２ホール
主　催   株式会社JTBコミュニケーションデザイン
規　模   80社／90小間 予定　　 来場者  50,000名 ※予定／同時開催展含む

前回来場者の
担当業務フィールド（地域）

国内
63%

海外・国内
両方
30%

海外
7%

 テーマ・出展対象
⽔循環のスマート化と次代の⽔利⽤を切り拓く

 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
●	ESG時代と企業の⽔リスクマネジメントのこれから
	 【講演団体・企業】CDP、キリン、三菱ケミカルホールディングス
●	Water-Solution
	 〜⽔の最適化による究極の⽔循環型社会を目指して〜
	 【講演企業】栗⽥⼯業
●	【GWRA	⽔ビジネスセミナー】⽔資源の循環と⽔の供給・再利⽤

●	第5回⾬⽔管理のスマート化戦略シンポジウム
	 【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
●	スマート⽔道メーターの最新動向と各社取組
	 【協⼒】公益財団法人⽔道技術研究センター
●	第3回JUVAセミナー「紫外線による⽔処理の現状と今後の展望」
●	産総研⽔プロジェクトセミナー

官公庁・自治体・外国公館 
上下⽔道事業体 装置・設備・機械メーカー⽔処理エンジニアリング

運営サービス

研究機関・大学海外来場者

工場・プラント・施設など
⺠間⽔ユーザー

食品・飲料、化学・素材、紙・パルプ、自
動車製造、電機・電子産業、部品製造、めっ
き加工、エネルギー、医療機器・医薬品、
化粧品、ホテル、商業・小売施設、ビル管
理者、病院・福祉施設、学校　など

建設・設計・ 
コンサルティング・商社 情報通信・ITベンダー

 来場対象

工場・ビル・施設における省エネ・エネルギー管理の推進から、
AI / IoT 技術と融合した次世代のエネルギーシステムまで
デマンド（需要）、マネジメント（管理）、サプライ（供給）サイドのエネルギー総合展

 異業種・異分野コラボレーションが加速する14の同時開催展

 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
出展を決めた理由 TOP5

①来場者層が自社ターゲットに合致する
②展示会の開催テーマ、コンセプトに魅⼒を感じる
③来場者数が多く見込める
④業界内で知名度が高い
⑤他の展示会と比較した結果、出展に最適と判断した

来場者の数
満足度 68％
（期待以上 20%・期待通り 48%）

来場者の質
満足度 76％
（期待以上 10%・期待通り 66%）

※前回出展者アンケートより

素材・モジュール・ 
部材

各種⽔処理膜（RO、NF、UF、MF）、セラミック膜、イオン交換樹脂・膜、
各種ろ材、⽔質浄化剤、吸着剤（活性炭、キレー ト樹脂 等）、微生物固定化担体、
⽔処理薬剤（凝集剤、脱⽔剤、浮上剤、重金属捕集剤、殺菌剤、洗浄剤 等）、
各種センサ、⽔殺菌用LEDデバイス、
配管材料（パイプ、フィッティング、継手、バルブ 等）　など

装置・機器

汚⽔・排⽔処理装置、汚泥処理装置、固液分離装置、油⽔分離装置、蒸発・濃縮装置、
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、
オゾン処理設備、紫外線（LED）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、ポンプ、ブロア、
排⽔回収・再利用装置、各種計測・分析機器、スマートメーター　など

システム・サービス

⽔処理エンジニアリング、⽔処理メンテナンスサービス、
超純⽔供給サービス、再生⽔供給サービス、地下⽔・雨⽔利用サービス、
遠隔監視・自動制御システム、データ管理・分析ソリューション
自動検針システム、IoT通信ネットワーク（LPWAなど）、
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）、
分析サービス、評価・コンサルテーション（⽔リスク、省エネ、環境対策など）、
財政・投資計画支援　など

防災・環境対策／
省エネ・創エネ

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、
雨⽔利用・貯留システム、グリーンインフラ、緊急浸⽔対策技術、⽔中放射性物質対策、
エネルギー回収・利用システム、熱交換器・排熱回収装置、発電ポンプ、
マイクロ⽔力発電、バイオガス発電、バイオマス発電・熱利用　など

水処理・水利用の効率・改善

水資源・エネルギーの
回収・利活用

水の高機能化

循環型水インフラシステム

IoT活用

水環境リスクと
マネジメント

水ビジネス海外展開

 プラントエンジニアリング・設計コンサルタント・装置メーカーなど、
　   ⽔処理サプライヤーとの共同研究、協業・提携先開拓等、ネットワーキング機会を提供します

栗⽥⼯業
⽇立製作所
メタウォーター
オルガノ
野村マイクロ・サイエンス
東芝インフラシステムズ
荏原製作所
⽇⽔コン
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
第一環境
⽔ ing エンジニアリング

三浦⼯業
クボタ
⽇立造船
前澤化成⼯業
⽇本電気
東レ
明電舎
前澤⼯業
ウェルシィ
⽇東電⼯
神鋼環境ソリューション

⽔ ing
荏原実業
アクアス
横河ソリューションサービス
フソウ
ヴェオリア・ジェネッツ
片山ナルコ
ドリコ
	 ほか多数

前回来場企業 ※一部抜粋
産業向け：排水処理

産業向け：造水・用水処理
上水道事業
下水道事業

計測・分析・評価
工業用水 / 農業用水事業

その他

従事する業務分野

 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

【訴求来場者】
エネルギー・ユーティリティの需要家
製造業・プラント・施設

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

前回来場企業 ※一部抜粋
AGC
DIC
LIXIL
TDK
TOTO
YKK
アリミノ
いすゞ自動車
IHI
カネカ

カルソニックカンセイ九州
カルビー
キヤノン
キユーピー
クノール食品
コカ・コーラボトラーズジャパン
サッポロビール
サントリースピリッツ
サントリー食品インターナショナル
スターゼン

ゼンショーホールディングス
ダイキン⼯業
デンソー
トヨタ自動車
ニコン
ハウス食品
バスクリン
ブリヂストン
フレッシュダイナー
マルハニチロ

ミルボン
メニコン
ヤマサ醤油
ライオン
リコー
ローム
王子ホールディングス
花王
高砂香料⼯業
山崎製パン

小林製薬
信越半導体
森永乳業
雪印メグミルク
大同メタル⼯業
東海理化
東京電⼒パワーグリッド
東芝メモリ
⽇の本穀粉
⽇産自動車

⽇東樹脂⼯業
⽇本ハム
⽇本軽金属
⽇本農産⼯業
浜松ホトニクス
富士フイルム
冨士精密
米海軍厚木基地
米久おいしい鶏
本⽥技研⼯業

味の素
明治
	 ほか多数

■ 前回開催実績 [会期]	2019年1月30⽇（⽔）〜2月1⽇（金）	[会場]	東京ビッグサイト	東1ホール

出展者数
81社
96小間

併催セミナー
7プログラム
1,250名受講

来場者数
1月30日（⽔） 12,479名
1月31日（木） 14,216名
2月  1日（金） 16,927名
※東1〜６ホール同時開催展合計

43,622名


