
 

 

 

Tokyo/Hamburg/Taipei/New York, 21 November 2022 

 

Announcement of new international symposium  
“Floating Offshore Wind Asia (FOWA)” and FOWA2023 will be held in March 2023. 
 

  

 

Renewable Energy Association for Sustainable Power Supply (REASP) (https://reasp.or.jp/en/) and World 
Forum Offshore Wind (WFO) (www.wfo-global.org) are pleased to announce that an international 
symposium for Floating Offshore Wind is launched jointly by REASP and WFO, called Floating Offshore 
Wind Asia (FOWA).  The first edition of the symposium will be held 9th and 10th of March 2023 in Tokyo, 
Japan. 

The symposium will bring together market leaders from all over the world to actively exchange insights 
about floating offshore wind industry, which is a key for achieving carbon neutrality, thereby contributing 
to the steady and sustainable development of the Floating Offshore Wind Power market.  

Ikeuchi Takashi, President, REASP: 
Through this symposium, we would like to contribute to the promotion and expansion of the introducing of 
floating offshore wind farms in Japan and Asia in the future by actively interacting with people involved in 
floating offshore wind power generation around the world. 

Gunnar Herzig, Managing Director, WFO: 
FOWA will bring together leading industry representatives from around the world to discuss a wide range 
of crucial floating offshore wind topics including technology, finance, insurance, and environmental 
stakeholder management. We are therefore very much looking forward to being part of this first FOWA 
event to be held in Tokyo. 

 

FOWA 2023 Event outline  

Date/Time (Japan time): 9th, Thursday – 10th, Friday 2023 
     Symposium: 9th March (13:00 – 17:00 JST), 10th March (9:30 – 17:30 JST) 
     Reception: 9th March (18:00-20:00 JST) 

Venue (Tokyo, Japan):  
   Symposium: Marunouchi Building Hall & Conference Square 7F/ Online Streaming 
       Reception: TOKYO KAIKAN 

Language: English-Japanese (simultaneous translation) 
Tickets: Available for a charge 
Registration: https://reasp.or.jp/fowa2023/en/ 

 Contact: FOWA2023 Bureau  office@fowa2023.com   

* The details will follow on due course on the event website (https://reasp.or.jp/fowa2023/en/). 

https://reasp.or.jp/en/
http://www.wfo-global.org/
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* 詳細はイベント公式ページ (https://reasp.or.jp/fowa2023/ )からご確認ください。 

 
東京/ハンブルク/台北/ニューヨーク, ２０２２年１１月２１日 
 

アジア浮体式洋上風力発電シンポジウム 2023 開催のご案内  
 

 
 

再生可能エネルギー長期安定電源推進協会（REASP）(https://reasp.or.jp/ )および世界洋上風力フォーラ
ム（WFO）(www.wfo-global.org) は、アジアおよび日本における浮体式洋上風力発電の商業規模での普
及促進に向けた国際シンポジウム「アジア浮体式洋上風力発電シンポジウム（英語名：Floating 
Offshore Wind Asia （FOWA）」を共同で開催することを発表いたします。 
FOWAシンポジウムは、２０５０年カーボンニュートラル達成のための再生可能エネルギーの主力電源化
に向けた切り札である洋上風力、その中でも特に拡大が期待されている浮体式洋上風力発電に焦点をあて、
世界中から集まった関係者が活発に技術、経験、意見の交換を行い、アジアの浮体式洋上風力発電市場の確
実、かつ健全な発展に貢献することを目的として開催されます。  
 
池内敬（REASP 代表理事） 
FOWAを通じて、世界の浮体式洋上風力発電の関係者が活発に交流することで、今後の日本およびアジア
における浮体式洋上ウインドファームの導入促進・拡大に貢献して参りたいと存じます。 
グナー・ヘルツィッヒ（WFOマネージングダイレクター） 
FOWA では、業界をリードする浮体式洋上風力発電のプレイヤーが一同に会し、技術・金融・保
険・地域との共存といった浮体式洋上風力発電プロジェクトにおける重要なテーマが幅広く議論さ
れる予定です。共催者として、国際的なメンバーと共に取り組んでいる WFO の幅広い活動から得
られる最新の知見を、FOWA の様々なプログラムにご提供することができることは大変光栄です。 
 

開催概要  
日時: 2023年 3月 9日（木）～2023年 3月 10日（金） 

       シンポジウム：  ３月９日 13:00 ‒ 17:00, ３月 10日 9:30 ‒ 17:30 
       レセプションパーティー： ３月９日18:00 ‒20:00 

会場:  シンポジウム：   丸ビル ホール＆コンファレンススクエア７F 
       レセプションパーティー： 東京會舘 

言語:    同時通訳（日英） 
チケット:   有料 
参加登録:  https://reasp.or.jp/fowa2023/  
お問い合わせ:   FOWA2023事務局  office@fowa2023.com 


