
詳しくはこちら https://www.jma.or.jp/BMCL/

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO/香りデザイン東京
来場者ヘルプデスク（株式会社ケイ・スリー・クリエイション）
09:30～18:00（土日祝除く）　
E-Mail : helpdesk@k3c.co.jp　 TEL : 03-6809-2707 

来場に
ついての
問合せ先 〒105-8522 

東京都港区芝公園3-1-22　E-mail：bmhf-cl@jma.or.jp

ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO/香りデザイン東京事務局
（（一社）日本能率協会内）

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2021／第4回 香りデザイン東京出展者一覧

【付加価値清掃用品】【効率化】【床清掃】【防滑床対策】【防汚対策】

2030年CO2削減。空調の省エネ、ランニングコスト削減製品を展示

超音波振動を用いた清掃ツールの新製品デモンストレーション

Floor scrubbers, Autonomous scrubbers

スタンドバッグ・ピタッとシール等あっと驚く【新商品】多数

空間、床、物品の除菌に。感染対策ソリューションをデモでご紹介。

人手不足、感染対策を解決する洗剤を出展。サンプルもあります。

超落ちドリルポリッシャー(特許製品)

濡れて滑る石やタイルを滑りにくく現場で施工　ASL工法

カーワックスでお馴染み、ソフト99の防汚製品を出展!

清掃・点検業向け 建物・スケジュール管理システム PlannerEXの展示

最新のロボットのデモを中心とした、新たなソリューションのご提案

床洗浄の新定番!”ヴェルテックスブラシ”

汚れがつきにくい!清掃がカンタン!ビル清掃向けコーティング剤

人手不足を解消する清掃ロボット発売!デモンストレーションあり

感染症対策のガラスコーティング剤を新発売!SIAA認定商品

オリジナル空調服であるNクールウェアやワーキングパワースーツ

デモ実演あり！業界初オフィス向け小型業務用ロボットお披露目！

検査・点検業務をARで効率化!Pinspect【デモ体験可】

銀イオンAgストロング

リノリウムやPVCフロアのリノベーション

清掃時に使用するゴミ袋、手袋などの環境対策製品のご提案

効率化、環境配慮、付加価値　病院向け

ニューノーマル時代の新たな衛生管理

清掃管理、感染予防に!見えない汚れを数値化【ルミテスター】

スマホ、タブレット対応のインスペクション・クラウド・サービス

高圧洗浄機用ホース及び洗浄ガン部材など

清掃の省力化が具現化されたマシーン、ロボット

月刊ビルクリーニング／簡単・便利！作業報告書作成アプリの紹介

新開発のバッテリープラットフォーム各種新製品展示、実演あり!

作業効率を改善する掃除機、アタッチメント新製品!デモ実演あり

除菌洗剤・環境洗剤・日本製次世代ハンドディスペンサー

エレベーターリニューアル、エレベーターの感染症対策(非接触ボタンやコーティング)

ホテル清掃に変革を!清掃のプロが作ったソフトで劇的効率化!

コロナ禍の中、今後業界に求められるメンテナンス作業のご提案

SPT配管診断による配管改修更新工事のコスト削減

【オーナー向け】ダストボックスの展示を行います

水だけでも汚れが落ちる「びっくりフレッシュ」シリーズ

新型コロナウイルスを速攻不活化できる除菌洗浄剤!デモ実演あり

鳥の視覚を利用した鳥害対策と、カビの核を取り除く感動的な洗浄

汚れた壁紙はクリーニングでキレイに。デモあり。

新たな分野を切り拓く製品を取り揃え出展予定

誤検針・請求ミスを防止! メーター読み取りAIサービスをご紹介

水を使わず、特殊ゴムのローラーで完全消火する業務用スタンド型灰皿

現場報告をスマートに効率化!Smart Attack

衛生管理のその先へ・・・シーバイエスの新ソリューションプログラムのご紹介!

「クリーンビジネス」「コインランドリー」展示会のご紹介

マイクロファイバー新製品

全国のビルオーナーやビル管理会社等が購読する専門情報紙

帰ってきた!ジョンソン・プロフェッショナル

皆様のお困りを市場をワクワクさせる製品で解決します。

「かびとりいっぱつ」サンプル配布あり

検針自動読取から作業の予実績・施設情報を統合管理するクラウド

用具管理の困ったを解決。ハンドルをまとめて管理できるツールキャッチャーを新発売

作業効率、品質、労力を軽減する清掃ツール

保険

企業向けのユニフォームを展示。新商品だけでなく、環境配慮や感
染対策商品も展示します。

今必要な清掃資材・感染対策商品を様々な角度からご提案します。

プロの衛生管理を実現する業務用に特化した化学製品

年間2万件以上の実績!グリーストラップ、排水管清掃

スキマバイトアプリ『タイミー』

HACCP対応の、色分けした清掃用品の製造・販売をしております。

液体性消毒液用の電動エアレス高圧スプレー機

独自素材を活かした清掃関連アイテムを展示します。デモスペース設営予定です。

ニューノーマル時代に合った効率的な清掃用品のご提案!

循環型リサイクルユニフォームのご案内です

ビルメンテナンス業向け基幹システム「Billy」を中心に、業務効率化
に役立つ各種ソリューションをご紹介!

ガラス清掃・高所作業用品

女性職人による内装仕上げ育成サービス

キズを付けづらい替刃式カーボンプラスチック製スクレーパーが新発売!デモ実演あり

空調機(エアコン)の粗塵フィルタを自動洗浄!

建築物衛生法規制6項目を1台で測定、報告書を自動作成。

清掃サービスのエコマーク認定開始。環境配慮やSDGsのPRに

最新の清掃ロボットのご紹介いたします

新発売の光触媒スプレー!手軽な抗ウィルスコーティングを実現

エアコン・ハウスクリーニング・各種メンテナンスサービスが充実!

LED照明に対応する高性能光触媒。施工企業募集します。

感染症対策並びにSDGsに対応した清掃資機材の新商品のご案内

高pHアルカリイオン水関連製品、新素材研磨、抗菌スプレー等

P&Gプロフェッショナルでは、油汚れに強い業務用洗剤をご紹介し
ます。また、除菌・消臭+ウイルス除去もできるファブリーズ等の業
務用サイズを紹介し、業務の効率化やコスト削減等に貢献します。

ビルメンテナンスにおける生産性向上の提案。コロナ対策商品。

5分で5Kmの歩行に匹敵。血行促進用医療器具

ビルオーナー、管理会社などで衛生面、環境面を効率よくサポートします。

ビルメンテナンス業界各団体の出版物・DVD等を展示販売

感染症対策の必需品!!清掃用ウエットシートシリーズです!

感染症対策を考慮した清掃業の付加価値施工

二酸化塩素を使った空間除菌・消臭施工 OXIDER Pro

Li-ionコードレスマシンシリーズ/ケミカル製品全般

充電式清掃機器を多数展示します。デモ実演もいたします。

ビルメンテナンス専門の高機能ユニフォーム及び衛生用品

ワークウエア、ワークシューズ、ワーク用品を出展します!

病院、商業ビル、駅向け、効率化人手不足を解消する清掃用新商品

ユニフォームのトータルプロデュース。レンタル・販売・在庫管理

人手不足・作業効率改善を目指したIOT関連製品のご提案

【デモ有】ビルメンの案件管理をクラウドで一元化!

作業負担の軽減、効率化が図れるワクワクする新製品をご提案します

感染症対策・人手不足解消のご提案!サンプル配布あり

最新のコードレス掃除機、モアマン新製品等をご紹介します。デモ実演あり

ネズミ・ノラ猫対策の決定版!新商品あり!代理店募集!

ケミカルのお悩み解決致します!【新製品あり】【デモ機あり】

適切な用具と手順で、清掃から施設を変える!!

防汚コーティング剤に除菌・抗菌効果をプラス!新製品「シールドケア」展開中!

【人手不足解消】・【作業効率化】・【付加価値】

エスカレーターステップキット、ライザーキット、清掃サービス

オゾン発生器EIP-TS8・EIP-TS100・EIP-TS80・OAC

サンダルウッド(S.album/S.spicatum)原料製品

業務用アロマディフューザーと業務用空間清浄機のデモ

業務用アロマディフューザー、消臭機、手洗いディスペンサー

石油を使わない業務用消臭剤

ニオイを数値化・見える化する機器のデモンストレーション

天然精油原料とアロマディフューザー/アロマ関連商材など

除菌消臭剤A2Care

五感を刺激するモダン香炉「夢宙」

消臭スプレー、口臭予防タブレット

100%NATURAL AROMA OIL

天然アロマによる空間芳香/消臭、OEM製品づくりのご提案

においセンサ・においクラウド、 調香AI、官能評価AI

アイセン

アイトス

ASTI

Adiatek

アプソン

アマノ

アムテック

アメニティ

アンチスリップ・ラボ

イーグルケミカル

石田データサービス

インテックスソリューション/
ウルトラフロアケアジャパン/テナントカンパニー

ヴェルテックスジャパン

AGC 化学品カンパニー

江口

S.M.S.Japan

エヌ・エス・ピー

NTT西日本グループ　テルウェル西日本

エム・ソフト

オーブ・テック

オカベ

オルディ

オンザロード/スマート/ナノテックシステム

花王プロフェッショナル・サービス

キッコーマンバイオケミファ

協栄産業

共栄ハイドリック

くうかん

クリーンシステム科学研究所

ケルヒャー ジャパン

コーワ　タンクエスト

コスケム　バイ　トウショウ

コムテック

コンフォール

蔵王産業

札幌施設管理/日本建物配管調査診断協会

三愛工業

サンコー

三昌工業

サンニック

サンリミックス

サンワ

GMOグローバルサイン・ホールディングス

シー・ファースト

G-Smart

シーバイエス

ジェイシーレゾナンス

重光商事

週刊ビル経営

ジョンソン・プロフェッショナル

スイショウ油化工業

鈴木油脂工業

住友セメントシステム開発

セイワ

誠和商会

全国中小企業共済財団

全国ビルメンテナンス協会
ダイイチ

大一産業

ダイカ商事

ダイキョウクリーン

タイミー

高砂

ティエーシーエス

帝人フロンティア・チクマ

テラモト

東京ユニフォーム

東計電算

TOWA

なでしこチーム

ナルビー

ニッタエアソリューションズ

日本カノマックス

日本環境協会 エコマーク事務局

日本ビルメンロボット協議会

日本ペイント・インダストリアルコーティングス

野元メンテナンスサービス

バイオフェイス

バイリーンクリエイト

バンガードエンタープライズ

P&Gプロフェッショナル

ビーフューチャー

VIPグローバル

ピュアソン

ビルメンブックマート

ヒロテック

フォンシュレーダー・ジャパン

ベルバリュー

ペンギンワックス

マキタ

丸十服装

ミズノ

瑞藻

都ユニリース

山崎産業

ユアマイスター

ユーホーニイタカ

ユシロ化学工業

ユダ

ユタカメイク

横浜油脂工業

ラバーメイドコマーシャルプロダクツ

レッツクリエイト

レボテック

REN JAPAN

環境改善計画

クウィンティスサンダルウッド

グロープランニング

コモンズ

ジェイグリーン

新コスモス電機/佐鳥電機

生活の木

全日空商事

ティーエムエヌ　インターナショナル

ドクターズチョイス

ナチュラル&ファン

フレーバーライフ社

レボーン

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO

香りデザイン東京
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新製品あり新 実 実演あり （順不同、法人の種類省略）

●サーモグラフィまたは非接触体温計等による体温測定　　　　
●会場入り口への消毒液の設置ならびに　　　　　　　　
共用部の巡回清掃・消毒　

●試食担当者はマスクと手袋の着用　使い捨て容器の使用、
ゴミ袋の密閉廃棄（フェイスシールドの着用を推奨）

●会場内の十分な換気　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

●体調不良者への対応管理（隔離された救護室の設置）　
　　　
●会場レイアウト（通路幅等の確保）、列に並ぶ際の間隔の確保
●セミナー会場等　間隔の確保

新型コロナウイルス感染症対策
●症状に該当する方の来場管理(発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、
息苦しさ、味覚・嗅覚異常などの自覚症状のある方、政府が
指定する期間に海外渡航歴がある方 等)

●入場は事前登録制とし、入場手続き時の混雑を回避　　　　　
●出展者、来場者、主催者、協力会社のマスク着用の徹底　
非着用者への着用依頼

感染症拡大のリスクを抑え、
ご来場者・ご出展者および
本展に関係するすべての皆様の
健康・安全を守りながら開催します。

進化するビルメンテナンス、

今こそ動き出そう
進化するビルメンテナンス、

今こそ動き出そう

202
1

国内最大級のビルメンテナンス専門商談展示会国内最大級のビルメンテナンス専門商談展示会

清掃、衛生管理 省エネ、エコチューニング 感染症対策 安全、リスク管理

設備管理、点検、運転保守 テレワーク、オンライン化 ロボット、AI、IoT 人材不足、活用、育成 施設警備

経営課題、生産性向上

ビルメンテナンス用の資機材、施設運営を効率化する提案が展示されます展示予定製品・サービス 新製品も多数展示！！

当社はNO.　　　　　　　ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

O
P
E
N
! 

注
目
の
講
演
会
／
出
展
者
一
覧
掲
載
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※来場事前登録の詳細は、本展ＨＰをご覧ください

4
STEP 「来場者登録完了のご案内」というメールに記載の

URLからも、入場証をダウンロードできます。
講演会・セミナー聴講事前申込が
出来る来場者マイページのログイン
情報も記載されております。
また、オンライン展示会へのログ
イン情報も記載されておりますので、
メールの保管をお願いいたします。

本案内状だけではご入場いただけません。ご入場には事前登録が必要です。QRコードを読み取るか、
本展HPトップページの「来場事前登録（無料）」ボタンから来場者登録フォームにお進みいただき、
来場事前登録をしてください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
分散来場にご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
分散来場にご協力をお願いします。

本展示会では、新型コロナウイルス感染症への対応として、分散来場を推奨
しており、来場事前登録いただくと待ち時間なしでスムーズにご入場いただ
けます。つきましては、ご来場には下記手順でご登録をお願いします。来場
事前登録いただくと待ち時間なしでスムーズにご入場いただけます。
また、お客様自身におかれましては、発熱を含む風邪のような症状や、その他体
調不良の際にはご来場をお控えいただき、感染拡大防止にご協力くださいます
ようお願い申し上げます。

ご来場には事前登録が必要です

［受付時間］9：30～18：00（土日祝は除く） ［電話］03-6809-2707 ［e-mail］helpdesk@k3c.co.jp（（株）ケイ・スリー・クリエーション）来場についての問い合せ先 一般社団法人 日本能率協会来場者ヘルプデスク

メールアドレス

ログインパスワード

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 
2021

会期：2021/11/24(水)-11/26　会場：東京…

来場者登録（無料） ▶

来場者登録 入力画面

1
STEP 「来場者登録（無料）」ボタンを

クリックしてください。 2
STEP 入力画面にて登録内容を入力し、

利用規約をご確認の上「送信」ボタン
をクリックしてください。 3

STEP 入力内容確認画面にて、「送信」ボタンを
クリックすると登録完了します。
トップページより、入場証がダウンロード
出来るページに移動できます。

登録が完了しました。
会場の入場には入場証が必要です。
以下のボタンより来場者…

トップページへ（来場者マイページ）▶

登録完了

送信 ▶

必須

必須

展示会名 ビルメンヒューマン…必須

入場証表示

卸売・小売業

能率太郎

ダミー
テキスト

展 示 会
案 内 状
ご来場には
来場事前登録
が必要です。

約8割の来場者様は
半日～3日をかけ
会場をまわっています。

時間にゆとりを持ってご来場ください。

当日は入場証を印刷
してお持ちください。
受付に並ばずスムーズに
ご入場頂けます。

同期間にて
複数の
展示会を
開催します！

第4回香りデザイン東京 第4回 第3回

International Drone Expo 2021

第
7
回

International Drone Expo 2021

第
7
回

事前登録用
QRコード
ビルメン 展示会

主　催 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 一般社団法人日本能率協会
共　  催 一般財団法人建築物管理訓練センター／公益社団法人東京ビルメンテナンス協会
後　　援 環境省／厚生労働省／国土交通省／警察庁／東京都／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構／中央職業能力開発協会／

中央労働災害防止協会／東京商工会議所

東京ビッグサイト　西展示棟3・4ホール会　場

10：00～17：00会　期 2021年11月24日（水）～26日（金）

協　　賛 一般財団法人 医療関連サービス振興会／一般社団法人 関西環境開発センター／公益社団法人 空気調和・衛生工学会／
一般財団法人 建築保全センター／一般財団法人 省エネルギーセンター／一般社団法人 全国ガラス外装クリーニング協会連合会／
一般社団法人 全国管洗浄協会／一般社団法人 全国警備業協会／公益社団法人 全国建築物飲料水管理協会／
一般財団法人 全国中小企業共済財団／公益社団法人 全国ハウスクリーニング協会／公益社団法人 全国水利用設備環境衛生協会／
一般社団法人 日中科学技術文化センター（申請中）／日本環境管理学会／一般社団法人 日本空調システムクリーニング協会／
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター／一般社団法人 日本建築設備診断機構／一般社団法人 日本設備設計事務所協会連合会／
一般社団法人 日本ダストコントロール協会／一般社団法人 日本ビルエネルギー総合管理技術協会／
一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会／一般財団法人 日本ビルヂング経営センター／
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会／日本フロアーポリッシュ工業会／公益社団法人 日本ペストコントロール協会／
公益社団法人 日本防犯設備協会／一般社団法人日本レストルーム工業会／日本ビルメンロボット協議会／
一般社団法人 マンション管理業協会／公益社団法人 ロングライフビル推進協会

追加出展募集中 出展まだ間に合います。
※2021年10月8日（金）
現在の出展者の申込時の
情報です。

会 期

時間や場所を気にせずビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPOをご覧いただけます！
2021年9月15日（水）～12月17日（金）

詳しくは9月以降、随時公式HPへ情報を掲載します。

講演会・セミナー本数UP 2年に1度の大イベントの実施

全国ビルクリーニング
技能競技会

ビルクリーニング
アイディアグッズ大賞

今年度の見どころ



https://www.jma.or.jp/BMCL/
https://www.jma.or.jp/aromadesign/

事前来場登録・聴講申込・セミナーの
詳細・最新情報はWebへ 香りデザイン東京

ビルメン 展示会

11月24日（水） 11月25日（木） 11月26日（金）
テーマ:コロナ時代の人材育成、
　   人材活用「学ぶ!」

テーマ:多様性に生きるビルメンテナンス
　   「生きる!!」

テーマ:ビルメンテナンスニュートピック
　   「進む!!!」

ビルメン講演会A 場所 :ビルメン講演会場A　 150席

ノビテク 取締役 永野 宏樹ノビテク 取締役 永野 宏樹
「学びで、組織を強くする」

10:30▶12:00BMA24-1 基調講演

東京ビルメンテナンス協会 専任講師 北山 克己東京ビルメンテナンス協会 専任講師 北山 克己

社内リーダーとしての
インスペクターの役割（仮）

13:00▶14:30BMA24-2

5WIHマネジメント発想で考える「現場リーダーの知恵と工夫」
15:00▶16:30BMA24-3

エイムソウル 代表取締役 稲垣 隆司エイムソウル 代表取締役 稲垣 隆司
後悔しない外国人労働者の採用方法（仮）

13:30▶14:30BMA25-2

フォースバレー・コンシェルジュ 代表取締役 柴崎 洋平フォースバレー・コンシェルジュ 代表取締役 柴崎 洋平

特定技能採用で企業がおさえるべき
3つのポイント

10:30▶11:30BMA25-1

ビルクリーニング外国人材受入支援センター 常務理事 
興膳 慶三
ビルクリーニング外国人材受入支援センター 常務理事 
興膳 慶三

インドネシア版特定技能人材雇用プログラム始動
～ワンストップサポートを目指して～

15:30▶16:30BMA25-3

「ビルメンWEBスペシャルセッション」
ビルメンとテクノロジーの共存戦略

12:30▶14:30BMA26-2

日本環境協会 エコマーク事務局日本環境協会 エコマーク事務局

エコマーク「清掃サービス」
ビルメンテナンス業界における活用と展望
 

10:30▶12:00BMA26-1

建築デザイン学科 教授 杉田 洋／機械システム工学科 教授 宗澤 良臣建築デザイン学科 教授 杉田 洋／機械システム工学科 教授 宗澤 良臣
広島工業大学 建築保全業務ロボット研究センター広島工業大学 建築保全業務ロボット研究センター

研究発表「効率化・標準化を目指したシティー
ホテルにおける客室清掃の作業行動分析

15:00▶15:30BMA26-3

コロナ禍の清掃現場におけるロボット活用について
～清掃現場が抱えるその悩み、ロボットで解決できるのか？～

16:00▶17:00BMA26-4 パネルディスカッション

ビルメンWEBセミナー

研究発表

1.導入「社会人の学びについて」
2.OJT（現場指導）とOffJT（研修、eラーニング、自己啓発）の位置づけと役割
3.カッツモデルと育成ポイント
4.向上心とプロフェッショナルな人材
5.基本の重要性
6.主体性と習慣化
7.効果的な学習方法
8.学びで組織を強くする

❶事例紹介「人の働き方と共存できる清掃ロボットの在り方」
❷事例紹介「高齢者も障害者も楽しむビルメンモビリティワーク」
❸「ビルメンとテクノロジーの共存戦略」ディスカッション

コロナ禍で感染症対策や施設の清潔さへのニーズが高まる一方で、
清掃現場の負担は増加しています。いよいよ清掃ロボットの各種性能
について統一的な評価指標が整備されつつある中で、清掃業務の
効率化や品質の確保など清掃現場が抱える悩み・課題にはたして
ロボットは効果的なのか、有識者を中心に議論します。

ファシリテーター

パネラー

協力

日本ビルメンロボット協議会 特別顧問　田中 幸仁 
調整中

日本ビルメンロボット協議会

NTT西日本グループ テルウェル西日本／パナソニック／日本空港テクノ 
赤岩洋志／本田技術研究所 先進技術研究所 フロンティアロボティクス 
小橋慎一郎／東北大学 産学連携先端材料研究開発センター 客員教授 
多喜義彦／全国ビルメンテナンス協会 事業開発部長 尾崎貴之／ビルメン
WEB編集長 内野一郎

皆様が安全・安心して聴講いただける空間を作ります。 事前申込制 先着順！講演会テーマ最新情報 速報！講演会・セミナープログラム

第17回
全国ビルクリーニング技能競技会 

タイムスケジュール

2021年11月25日（木）
（ビルメンヒューマンフェア＆クリーン
 EXPO2021会期2日目）

開催日

東京ビックサイト　
西展示棟3・4ホール

会　場

予定時間
10:05～10:15

10:15～10:25

10:25～10:55

10:55～11:25

11:25～11:55

11:55～12:25

13:00～13:30

13:30～14:00

14:00～14:30

14:30～15:00

15:00～15:30

15:30～16:00

16:00～16:30

1組
2組
3組
4組
5組
6組
7組
8組
9組

組 Ａコート
開会式
競技説明

審査会
表彰式

Ｂコート

鹿島 勇太 東京協会／東京地区本部 （株）第一ビルメンテナンス

新美 俊樹 愛知／中部北陸 中日コプロ（株）

近藤 圭 愛媛／四国 （株）和光ビルサービス

長田 千宏 大阪／近畿 テルウェル西日本（株）関西支店

須藤 澪真 岩手県／東北 新生ビル管理（株）

佐藤 聖 北海道／北海道 （株）クリーンプロ
金田 孝之 広島／中国 三栄産業（株）

中元 大輔 鹿児島県／九州 （株）南日本総合サービス

角張 祐司 神奈川県／関東甲信越 テルウェル東日本（株）神奈川支店

佐久間 一樹 愛知協会／中部北陸地区本部 テムズ中日（株）

益満 貴幸 香川／四国 ハウス美装工業（株）

大星 隆太 福岡県／九州 福岡興業（株）

太田 香奈 北海道／北海道 テルウェル東日本（株）北海道支店
沼田 和希 茨城県／関東甲信越 JR水戸鉄道サービス（株）水戸事業所

木嶋 辰之介 島根／中国 北陽ビル管理（株）

熊谷 知己 秋田県／東北 （株）東北ビルカンリ・システムズ

佐野 守生 大阪／近畿 （株）JR西日本メンテック

生田 悠人（選手宣誓） 東京／東京 （株）小田急ビルサービス

※最新のプログラムは公式Webサイトでご確認下さい。※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマ・講演者が変更になる場合がありますのでご了承ください。

（法人格・敬称略）（法人格・敬称略）

事例発表：
❶病院清掃におけるチームビルディングと病院スタッフとの協働（仮）
　イオンディライト 南関東支社 千葉中央支店 
　千葉エリアセンター 成田富里徳洲会病院 主任  土肥 隆憲
❷東京2020オリンピック・パラリンピック「選手村ハウスキーピング業務」　
　における混成チームの形成（仮）
　互光建物管理 ホテル管理センター 統括主任 新井 篤郎
❸小田急ビルサービス設備事業部初の女性管理者（2008年入社）（仮）
　小田急ビルサービス 設備事業部 
　相模大野施設管理所副所長 河野 彩子

      ビルメンWEB編集長 内野 一郎
       全国ビルメンテナンス協会事業推進部長 下平 智子
      ビジネスコンサルタント 渡邉 光太郎
       著書「シンプルに人を動かす 5W1Hマネジメント

      ビルメンWEB編集長 内野 一郎
       全国ビルメンテナンス協会事業推進部長 下平 智子
      ビジネスコンサルタント 渡邉 光太郎
       著書「シンプルに人を動かす 5W1Hマネジメント

司会

解説

<https://www.hmv.co.jp/product/detail/11664752>」他

講演会・セミナープログラムは随時追加していきます。最新情報は公式HPをご覧ください！

11月24日（水） 11月25日（木） 11月26日（金）
（法人格・敬称略）（法人格・敬称略）ビルメン講演会B 場所 :ビルメン講演会場B 100席

ひろしま管財 
代表取締役社長 
川妻 利絵

ひろしま管財 
代表取締役社長 
川妻 利絵

共衛 代表 三橋 源一共衛 代表 三橋 源一

日本空港テクノ ハウスクリーニングプロジェクト室  新津 春子日本空港テクノ ハウスクリーニングプロジェクト室  新津 春子

グループ人事総務IT本部
総務部 
水野 一純

グループ人事総務IT本部
総務部 
水野 一純井ノ口 紹三

イオンディライト 建設施工事業本部 
建設施工営業部 
マネージャー  井ノ口 紹三

北里環境科学センター 微生物部 部長 菊野 理津子北里環境科学センター 微生物部 部長 菊野 理津子

コロナ禍のいまだから知っておきたい建築物の衛生管理
～科学に基づく水・空気・環境管理のすすめ～

10:10▶11:10BMB24-1

DXで各拠点との効率的なコミュニケーションを実現するオフィス環境づくり（仮）
11:40▶12:30BMB24-2

これからのビルメンテナンスやハウスクリーニングの在り方
13:00▶13:50BMB24-3

SDGsとビルメンテナンス
14:20▶15:10BMB24-4

リジョイスカンパニー メンテナンス事業部門 清掃事業部 マネージャー 早川 冬悟リジョイスカンパニー メンテナンス事業部門 清掃事業部 マネージャー 早川 冬悟
新型コロナウィルス関連清掃を経験して感じた今後の課題

15:40▶16:30BMB24-5

＜女性社長のぶっちゃけトーク＞
老いも若きも、男も女も、障害者も外国人も、みんなが活躍できる業界に！

10:10▶11:10BMB25-1

アフターコロナを見据えた障がい者雇用の展望(仮)
11:40▶12:30BMB25-2

フォルボ・フロアリングB.V. 日本支店 代表 宮田 一隆フォルボ・フロアリングB.V. 日本支店 代表 宮田 一隆

温故知新! 30年先の未来を行く
サステナブルなリノリウム床材とは?

13：00▶13：50BMB25-3

豊商事 代表取締役 澤田 未貴豊商事 代表取締役 澤田 未貴

なぜ今、SDGsなのか
～ビルメンテナンス企業が今すぐSDGsに取り組むべき理由とその意義～

14:20▶15:10BMB25-4

リンレイ メンテナンス総合研究所 マネジャー 今村 一憲リンレイ メンテナンス総合研究所 マネジャー 今村 一憲

SDGs時代にふさわしいカーペットメンテナンスのあり方とは
～米国IICRCに学ぶ～

15:40▶16:30BMB25-5

ビルポ事務局 プロジェクトマネージャーロボクリ未来図事業部長 稲垣 太一ビルポ事務局 プロジェクトマネージャーロボクリ未来図事業部長 稲垣 太一

『builpo』特別セッション
実用化が進むビルメンテナンスのセンサー技術　空気測定・人流把握

13：00▶13：50BMB26-3

大成 代表取締役副社長執行役員 加藤 憲博大成 代表取締役副社長執行役員 加藤 憲博

アバター警備ロボットが活躍するビル空間!
次世代型DX警備ソリューションで
ビル管理はどう変わる?

14:20▶15:10BMB26-4

調整中調整中
足利流５Sで企業を元気に（仮）

15:40▶16:30BMB26-5

早川

セイセイサーバー 
代表取締役社長 
長田 きみの

FVP 代表取締役  大塚 由紀子

事前申込制 90席 先着順！香りデザイン東京特別講演会 場所 :香りデザイン東京特別講演会場 （法人格・敬称略）（法人格・敬称略）

11月24日（水） 11月25日（木） 11月26日（金）
香り/風味のDX化がもたらすカスタマー
エクスペリエンス(CX)の革新と事業的効果について

SCENTMATIC 代表取締役社長 栗栖 俊治

10:30
▼

11:00

SCENTMATIC社は香り/風味を言語で可視化するAIシステ
ム・KAORIUMを開発。2019年12月にKAORIUMコンセプト
モデルの発表後、フレグランス販売店での活用をはじめ、日
本酒の風味を可視化する日本酒ソムリエAIとして飲食店で
の導入や、リラックスなど目的に特化したアロマブレンディン
グなど、様々な事例で展開されている。本講演では活用事例
とその将来性について講演する。

におい検知の可視化～においセンサの研究開発と
市場開拓の動向

ふじわらロスチャイルドリミテッド
EXECUTIVE DIRECTOR 松本 郁夫

14:00
▼

14:30

弊社の市場調査レポートより、においセンサの特徴とその市
場応用に関して抜粋してお話しします。マルチセンサアレイ
形式であるにおいセンサは、単なるガス検知ではなく、複合
臭に於けるにおいの質を識別したり、においの変化を検出し
たりできます。従って、様々な品質管理や異常検知などに広
く応用できます。

Webrain Think Tank LLC, Co-Founder and EVP マサ岩崎

日本でもウェルネスやウェルビーイングという言葉を使ったサービス
や商品が注目され、すでにバズワードになっています。しかその裏では
eNoseなどの嗅覚センサーが活用されるケースが増えており、静かな
る進化が起きていると見ています。このセミナーでは特にヘルスケア・
介護分野にフォーカスをして世界の事例を紹介していきます。コロナ禍
でなかなか海外に行けない中、シアトルから世界の事情を
お届けします。

15:30
▼

16:00
事前収録
映像放映

世界の嗅覚ビジネスの動き:ヘルスケアと
介護分野をターゲットにした世界の嗅覚センサーのリアル

「アフターコロナ&香りビジネスの新たなる可能性を探る」
ドバイ、パリ、NYなど海外最新動向を中心に2022以降を予測。

香り&においビジネス・リサーチャー 渡辺 昌宏

13:00
▼

14:00

EU、北米、中東など世界各地の香りビジネス&商材の最新動
向から、アフターコロナの香りのニーズと新たなる可能性を
予測する。

消臭製品の効果測定試験および製品設計の
ポイントと「適合マーク」活用について

KD26-2KD26-2

KD26-3KD26-3

KD26-5KD26-5

KD26-6KD26-6

KD24-1KD24-1

KD24-6KD24-6

KD24-4KD24-4

KD25-1KD25-1

KD25-4KD25-4

KD25-6KD25-6

小林製薬 日用品事業部 芳香消臭剤カテゴリー 研究開発グループ
課長 （芳香消臭脱臭剤協議会 理事・事務局長） 村木 毅

12:00
▼

12:30
芳香消臭剤関連の開発者や利用者に向けて、用途に応じた効力測定の
基準、機能面と安全面ともに信頼していただける製品の設計ポイントにつ
いての解説と、高い品質を示す適合マークの紹介をします。

コードミー 代表取締役CEO 太田 賢司

暮らしを豊かにする上で、個人に個別最適化された「パーソ
ナライゼーション」の流れは、「香り」の領域においても注目
を集めています。香りの嗜好性と期待される機能性を考慮
して「香りのパーソナライズ」に取り組む弊社事業を紹介し
ます。

香りのパーソナライズとライフスタイル創造16:30
▼

17:00

コードミー 代表取締役CEO 太田 賢司

香りのスタートアップ企業である弊社は、既存の香り事業の枠を超え
て、企業やアーティストと連携した新たな香りデザインを展開していま
す。音楽や映画のエンタテインメントの領域から、医療施設
との共同研究による環境改善の取り組みなどの事例を紹
介します。

香りデザインのオープンイノベーション16:30
▼

17:00

東京大学 教授 東原 和成

香りのヒューメインな活用に向けての
基礎嗅覚研究

10:30
▼

11:00
コロナ禍で五感の中でも嗅覚の重要性が再認識されています。
香りの感知から脳での認知レベルまでの基礎嗅覚研究が、食、
生活空間における香りの有効利用に向けて、どのように社会
実装につながっていくか、現状と展望を紹介したいと思います。

日本電気 バイオメトリクス研究所 渡辺 純子

これからの香り活用の在り方・可能性とは?13:30
▼

14:00

フレーバーライフ社

KD25-2KD25-2様々なシーンで注目されている天然100％精油を
活用した空間づくりや製品づくりの実例をご紹介します。（仮）

11:30
▼

12:00

ニオイセンサとAI(人工知能)が開く世界。新しい技術で私たち
の生活のなにが変わるのか～ニオイには多くの情報が含まれて
おり、データ化・見える化することで、ビジネスの流れを変える
可能性も秘めています。最新の取り組みを交え、お伝えしたいと
思います。

Webrain Think Tank LLC, Co-Founder and EVP マサ岩崎

15:30
▼

16:00

ビルディング内の環境を管理する上でウェルネスやウェル
ビーイングという言葉が注目されています。空気の質を測る
ためにeNoseなどの嗅覚センサーが活用されるケースも増
えています。このセミナーでは工場やビルメンテナンスの領
域にフォーカスをして世界の事例を紹介していきたいと考え
ています。コロナ禍でなかなか海外に行けない中、シアトル
から世界の事情をお届けします。

事前収録
映像放映

世界の嗅覚ビジネスの動き: 工場やビルメンテの
世界をターゲットにした世界の嗅覚センサーのリアル

※事前収録を行った映像を会場にて放映予定です。当日リアル会場での登壇に変更
　の可能性もございます。最新情報は公式HPをご確認ください。

※事前収録を行った映像を会場にて放映予定です。当日リアル会場での登壇に変更
　の可能性もございます。最新情報は公式HPをご確認ください。

ビルメン/香りソリューションプレゼンセミナー 場所 :ビルメン/香りソリューションプレゼンセミナー会場 100席 （法人格・敬称略）（法人格・敬称略）

11月24日（水） 11月26日（金）

11月25日（木）
パナソニックパナソニックパナソニック清掃ロボットの進化について

14:30▶15:00BMS26-4

クリーンシステム科学研究所 代表取締役 兼 月刊ビルクリーニング編集長 坂上 逸樹クリーンシステム科学研究所 代表取締役 兼 月刊ビルクリーニング編集長 坂上 逸樹
現場から生まれたアイデアグッズたち ～ビルクリーニングアイデアグッズ大賞25年の作品紹介～

15:40▶16:30BMS26-5

建築物管理訓練センター 
古橋 秀夫　坂下 祥一　永峯 章
建築物管理訓練センター 
古橋 秀夫　坂下 祥一　永峯 章設備管理技術者だからこそ気づくビルのチェックポイント

10:10▶11:10BMS26-1

キッコーマンバイオケミファキッコーマンバイオケミファ清掃管理、感染予防対策に！ビルメンテナンスにおけるルミテスター＆ルシパックの活用
13:30▶14:00BMS26-3

11:40▶12:30BMS26-2日本ビルメンロボット協議会の参加企業が最新のロボットや事例等をご紹介。
各社のロボットについて一気に知れる機会となっておりますので是非ご参加ください。

コロナでビルメンを取り巻く環境は大きく変わりました。美観から感染管理へと目的が大きくシフト、厳しい人手不足にもかかわらず
作業は膨大に増加。清掃ロボットを入れるのは当然ですが対象が床清掃に限られ効果が限定的。そんな中、トイレ清掃やゴミ回収など
人がやらねばならない作業にもセンサーとデジタルプラットフォームを適用、科学的オンデマンド清掃でクレームとコストの大幅減を
実現する事例が出て来ました。ロボット＋センサーを活用したトータルデジタルFMへの変革の進め方を実例をもとにご説明します。

日本ビルメンロボット協議会日本ビルメンロボット協議会清掃現場で活躍！清掃/除菌ロボットのご紹介②
11:30▶12:00BMS24-2

『欧州のビルメン業界における最新の清掃ソリューション』
15:00▶16:00BMS24-6

センサー＋ロボットで実現するアフターコロナのトータルデジタルFM 
～データに基づく科学的清掃でクレーム6割減、コスト3割減を達成するには？

13:30▶14:00BMS24-4

日本ビルメンロボット協議会日本ビルメンロボット協議会清掃現場で活躍！清掃/除菌ロボットのご紹介①
10:30▶11:00BMS24-1

日本ビルメンロボット協議会の参加企業が最新のロボットや事例等をご紹介。
各社のロボットについて一気に知れる機会となっておりますので是非ご参加ください。 ビル管理に従事する実務者、人事・教育担当者、設計施工者といった方々に向けて、「ビル設備管理業務を通じて、改修時

の設計に活かせることは何か？引き渡し時に有益なポイントは何か？」を示し、よりよい建物造り、よりよい維持管理につ
ながる提案のきっかけとなる、気づきを増やす。関連してビル設備管理技能士資格の紹介を行う。

日々の清掃のお悩みは多種多様ですが、その原因は昔ながらのケミカルや清掃方法にあるかも知れま
せん。清掃用ケミカルメーカーの研究者として長年ワックス・洗剤・消毒剤などの開発に携わってきた講
師が、ケミカルによる清掃現場のお悩み・トラブルについて、原因・対策・してはいけないことを写真をまじえて超わかり
やすく解説します。現場作業にいますぐ役立つ必見の内容なので、資料を持ち帰って実作業を見直してみてください。

月刊ビルクリーニングではアイデアグッズ大賞を1997年から開催しており、今年で第17回目を数えました。
この間、応募数は1200作品に上り、毎回、大賞、優秀賞、特別賞、メーカー賞などの発表を行っています。
本講座ではこれまで受賞した主な作品を紹介するとともに、みなさんの現場でも活用できそうなグッズや、
改善の着眼点などを解説します。展示コーナーもありますので、そちらもぜひお立ち寄りください。

食品ロス問題、海洋プラスティック問題、また、ごみの出し方やごみの最終処分場の問題等、ごみは、社会や
環境と非常に密接な関わりをもち、様々な問題が発生しています。
講演では、「えっまさか」と驚くようなごみ収集時の体験などを交え、「社会世相」「食品ロス問題」「環境問題」
などなど、ゴミ収集時に気づいた問題に関してお話しいたします。

太田プロダクション マシンガンズ 滝沢 秀一太田プロダクション マシンガンズ 滝沢 秀一

ケルヒャー ジャパン 代表取締役社長 マーク・ヴァン・インゲルゲムケルヒャー ジャパン 代表取締役社長 マーク・ヴァン・インゲルゲム

ゴミ清掃員芸人と考えるゴミ問題
10:30▶11:30BMS25-1

コロナ禍にあって、施設(建築物)の科学的な根拠に基づいた衛生
管理の重要性が注目されているが、これらの衛生管理に関する
科学的なデータは必ずしも十分とは言えない。本講演では、北里
環境科学センターが行ってきた試験・研究の中から、建物の
衛生管理「水・空気・環境管理」に関するデータを示しながら、
施設の衛生管理に有用となる情報を分かりやすく解説する。

三幸 代表取締役会長 橋本 有史三幸 代表取締役会長 橋本 有史
IT未来社会とビルメンテナンス

10:10▶11:10BMB26-1

デジタル系技術の進歩、躍進は社会構造やビジネスの進め方を大きく変え
ようとしています(デジタルトランスフォーメーション)デジタルマーケティ
ングやビッグデータ,AI、クラウド等ビルメンテナンス業界にも無縁ではな
くなってきています。本講演ではビルメンテナンス業の立場からIT未来社
会のキーワードを分かりやすく説明するとともに、業界と業務への影響や
適用可能性について説明します

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としたテレワークの浸透に伴い、企
業ではオフィス面積の縮小やスマートオフィス化、本社のリロケーションとい
った動きが増えている。イオンディライトでは、移転により9月に営業を開始し
た新本社オフィスを事例に、ファシリティマネジメント企業としての視点からオ
フィスに必要な機能や生産性を高めるための環境づくりについて紹介する。

160年以上も前に天然の材料からつくられたリノリウム床材。今再び人
と環境にやさしいマテリアルとして注目されています。リノリウム世界シ
ェアNo.1メーカーのフォルボから環境にまつわるグローバルトレンド、
SDGsへの自社取組みや今後の課題を中心に、カーボンニュートラルを達成したフォルボの
リノリウムを例に交えながら、初めての方にもわかり易くご紹介いたします。

ビルメンテナンス業界ではコロナ禍で障害者雇用をさらに促進しようという動きが
鈍くなってしまいましたが、コロナ後は人手不足問題が再燃することも予想されま
す。一方で企業はSDGsに取り組むことが求められ、多様性ある人材の活用、育成が
課題になってくるでしょう。そこで、まず障がい者雇用の最近の状況、ビルメンテナンス
業界が障害者雇用を進めていくための具体的なヒントなどを解説します。

会合は男ばかり。社内の部課長もほとんど男性で定着率も定まらない。現場は女性が多い
のに、男性が管理職を占めるのはどこか変！ そんな状況に次々に改革のメスを入れ、女性
が働いて子育てしやすい制度を導入し、教育を充実させ、サービスを生み、社内風土まで変
えちゃった。祖父から続くビルメン業を継ぎ、なるつもりもなかった社長として腕を振るう共
通項のある２人の熱血女性社長が。業界に新しい風を吹き込みます。激論！女の60分

ビルメンテナンス協会も含め業界全体が抱える問題を共有し、ビルオーナー
や資機材メーカー等、一体となって問題を解決していくことの重要さについ
てお話しします。また、ハウスクリーニングにおいては、各事業者の情報共有、
ネットワークを構築することが今後の課題であり、業界の将来を展望します。

コロナ禍で20以上の医療機関にて、新型コロナウィルス関連清
掃を対応してきた。医療機関毎に求められる事が異なり、それら
1つ1つ対応する中で感じたのは、教育の重要性だ。アフターコ
ロナで更なる未知の感染症にも動じない、感染症に強い会社に
すべく、もう一段上の感染症対策の教育を進めて行く。

世界はSDGsを掲げ、持続可能な社会を目指しているが、大型台風、
ゲリラ豪雨等の異常気象の常態化がそれにマイナスの影響を及ぼし
ている。このような状況の中でビルメンテナンスがSDGsに貢献でき
ること、目標6「安全な水とトイレを世界中に」目標11「住み続けられ
るまちづくりを」について、防災、BCPの観点から提案する。

最近メディアやインターネットでも目にしない日がないほど注目を浴
びているSDGs。でもどこか他人事だと捉えていませんか?新型コロナ
の流行や気候変動の甚大な被害など世界は今目まぐるしく変化して
おり、その変化にいち早く対応できる企業だけが生き残る時代がすぐ
そこまで来ています。今私たちが迫られているのは変革。ビルメン業
者としてなぜ今SDGsに真剣に向き合うべきなのかをお話しします。

米国IICRCで指導しているカーペットメンテナンスの内容を紹介す
るとともに、日本での状況や課題について触れ、効果的なカーペット
メンテナンスを行う上でのポイントについて説明する。

労働集約型産業である警備業の人手不足問題は、年々、深刻さを増しており、ビル
メンテナンス業界も変革の時を迎えています。本講演では、当社が展開するアバタ
ー警備ロボット「ugo」や次世代DX警備ソリューション「T-Spider」のサービス事例
をもとに、これからの人×IoTのハイブリッド管理をご紹介いたします。

ビルメンテナンスの新しいポータルサイトBuilpoの編集件ビルメ
ンコンサルタントの稲垣が海外からセンサーを取り入れ清掃を見え
る化するソフトバンクロボティクス・東洋電装をゲストにビルメンテ
ナンスの未来の姿を予想する

クリーンクリエイターズラボ 
代表 栢森 聡

クリーンクリエイターズラボ 
代表 栢森 聡

ソフトバンクロボティクス
常務執行役員 兼 Chief Business Officer

吉田 健一

ソフトバンクロボティクス
常務執行役員 兼 Chief Business Officer

吉田 健一

清掃ケミカルお悩み相談室 ～聞いて良かったその原因と対策～

ビコー 取締役社長 瀧澤 秀和ビコー 取締役社長 瀧澤 秀和

清掃ロボットで利益は出る!
1人でロボット30台以上運用する「Edge Link」の世界

11:40▶12:30BMB26-2 事例解説

「もう清掃スタッフの指導には疲れたよ～」という方は必見!人と
ロボットが協働する清掃現場を実現。病院や商業施設等にロボット100台以上を
導入し、平均投資回収10ヶ月を誇る遠隔監視システムの実力と未来を語ります。


