
（公社）日本水環境学会販売書籍（講演集）リスト     

原則として書籍に請求書を同封しての後日振込みです。（電子版DLはご入金確認後にDL情報提供） 
 

水環境学会誌・水質汚濁研究 DVD-ROM 版 
内容 単価 送料 枚数 備考 
水質汚濁研究 Vol.1～水環境学会誌 Vol.30
を 1 枚にまとめました 

定価：15,428(税込み)
会員：10,285(税込み) 510  

レターパック

にて発送 
 

セミナー講演集(在庫がないものは記載していません) 
回 年.月 テーマ 単価 送料 冊数 備考

49 2004.11 水環境を考えるために地理情報システム
(GIS)を活用する 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

50 2005.1 小規模事業所排水の処理技術－その開発と実証事業－ 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

51 2006.1 病原性微生物による水系感染の現状と対策 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

52 2006.11 湖沼水質保全対策の経緯と今後の展開 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

53 2007.11 水生生物保全に係る環境基準の設定とその動向 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

54 2009.1 水道水質管理に関する最近の話題 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

55 2010.1 水辺の再生 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

57 2012.1 微量化学物質による水環境問題の最新動向 3,000 実費 ●無料（送料のみ）

59 2014.2 水道水源の新たな水質危機と対応の最新動向 3,000 実費
 

●無料（送料のみ）

60 2015.1 水質環境基準を取り巻く最新の動向 3,000 実費  ●無料（送料のみ）

61 2016.2 水循環基本法の施行に伴う水循環政策の動
向と水環境研究の方向性 3,000 実費

 
●1,000 円（税込み）

62 2017.1 生物を用いた水環境の評価・管理(改善)手法(日
本版WET)の最新動向と今後の展望 3,000 実費

 
●2,000 円（税込み）

63 2018.2 第８次水質総量削減～下水の高度処理と閉鎖性
海域の環境管理～ 3,000 実費

 
（税込み） 

 
市民セミナー講演集(在庫がないものは記載していません) 
回 年 タイトル 単価 送料 冊数 備考

15 2006 災害と水―その日に備えて 無料 実費 ●無料（送料のみ）

17 2008 温暖化，水とくらしはどうなる？どうする? 2,000 実費 ●無料（送料のみ）

18 2009 温暖化，水とくらしはどうなる？どうする? （Ⅱ）
～水環境における賢い適応へ向けて～ 2,000 実費 ●無料（送料のみ）

23 2014 黄砂と共に飛来する越境化学物質-水環境と健康に対
する影響を考える 無料 実費 ●無料（送料のみ）

25 2016 温暖化，水とくらしはどうなる？どうする? （Ⅲ）
～生活目線での適応策～ 2,000 実費 ●1,000円（税込み）

26 2017 水環境におけるマイクロプラスチックに関する最新の動
向 2,000 実費 （税込み） 

 

日本水環境学会年会講演集(在庫がないものは記載していません) （電子版はご入金確認後にDL情報提供） 

回／年（開催地） 単価 送料 希望冊数 備   考 

41／2007（大阪） 7,000 実費  CD版のみ在庫 ● 無料（送料のみ）

45／2011（札幌） 7,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

46／2012（東京） 7,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

47／2013（大阪） 7,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

48／2014（仙台） 7,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

49／2015（石川） 7,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

50／2016（徳島） 7,000 実費  ●1,000 円（税込）電子版有 

51／2017（熊本） 7,000 実費  ●3,000 円（税込）電子版有 

52／2018（札幌） 7,000 実費  ●電子版（DL）4,000 円（税込） 
裏面もあります 



 
日本水環境学会シンポジウム講演集(在庫がないものは記載していません) 

回／年（開催地） 単価 送料 希望冊数 備   考 

11／2008（吹田） 5,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

13／2010（京都） 5,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

14／2011（仙台） 5,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

17／2014（滋賀） 5,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

18／2015（長野） 5,000 実費  ●1,000 円（税込み） 

19／2016（秋田） 5,000 実費  ●2,000 円（税込み） 

20／2017(和歌山) 5,000 実費  （税込み） 

 
WET（Water and Environment Technology Conference）(在庫がないものは記載していません) 

回／年（開催地） 単価 送料 希望冊数 備   考 

WET2012(東京) 3,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

WET2013(東京) 3,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

WET2014(東京) 3,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

WET2015(東京) 3,000 実費  ● 無料（送料のみ） 

WET2016(東京) 3,000 実費  ●1,000 円（税込み） 

WET2017(札幌) 3,000 実費  （税込み） 

 
その他 
年 タイトル 単価 送料 枚数 備考 

2009 
水環境をまもる～河川での採水と現地測定～

（日本水環境学会北海道支部作成 DVD） 
2,000(税込み) 実費   

 
 

請求書宛先： 

送付先（連絡先） 

氏 名 ： 

会社名等： 

住 所 ： 

 

電 話 ：                 FAX:                   

e-mail:                                      

 

 

 

申込書送付・お問い合わせ先：  
公益社団法人 日本水環境学会 
〒135-0006 東京都江東区常盤 2-9-7 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ深川常盤 201 
Tel: 03-3632-5351  Fax: 03-3632-5352  E-mail: info@jswe.or.jp   


