
詳しくはこちら https://www.jma.or.jp/BMCL/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

出展者一覧 製品を見て、触って、体感できるチャンス！製品を見て、触って、体感できるチャンス！

作業の効率化、作業負担軽減等　付加機能商材の御提案

カナダ製自動清掃ロボットを展示します！8,000㎡以上対応

新製品販売LaBelAS/超音波振動を用いた清掃ツールデモ

電話の【着信履歴】で出退勤管理！

画期的で技ありな新商品発表予定！

新型清掃ロボット登場！デモ実演あり

トイレに伴う洗剤から、除菌・環境・バイオ洗剤を展示します

長年積み重なった水垢を楽々と除去！デモ実演あり

匂いの見える化！匂いセンサーデモ実演あり！

雨などで濡れて滑る石・タイル面への防滑施工！サンプル展示有り

品質向上

石を誰もが簡単に磨ける「EZパッド」新発売！

【業務改善】点検・清掃業向けスケジュール管理システム

ORBOT新製品初公開！

【床洗浄の革命児】ヴェルテックスブラシMIX展開中！

香りの空間演出／香りのギフト製作／アロマ蒸留デモ実演あり

【効率化】【環境配慮】【サンプル配布あり】

ステンレス輸入研磨工具　ステンレス保護フィルム

カーペットクリーニング及び石材研磨の資機材と洗剤のご案内

熱中症対策の電動ファン付き高機能ウェア！試着可能！

【新製品】スマホからアプリ1つで業務報告【現場作業DX】

IoTセンサーを活用した給排水・空調設備の状態監視サービス

2 automatic disinfection robot

人や環境にやさしく、作業効率化にもつながるバイオクリーナー

SDGsに最適！　サステナブルな洗剤・ワックス

弾性床材が生まれ変わるBonaレジリエントシステム

【デモンストレーションあり】

巡回清掃の効率化を、電動化・非接触・IoTシステムで実現！

清掃効果が約10秒でわかるATPふき取り検査！デモ実演あり

【清掃の効率化/DX化】ヒトとロボットの共存による実現へ

報告書作成アプリ、清掃ロボット遠隔自動制御システムの紹介

国際的感染予防対策マーク【GBSC STAR】の紹介

【報告に革命を】メンテナンス会社が作った報告書アプリ

浴場清掃の悩みはこれで解決！！ フォームクリーニング

次世代清掃ロボット登場、新基準コードレス清掃の体験ゾーン

これは助かる！世界初のドアストッパー

作業効率を改善する掃除機、デモ実演あり

老朽化したエレベーターのリニューアル工事（非接触ボタン対応）

建物管理システム「管理ロイド」

スマホで簡単に使える現場活動管理アプリ！実際にデモ操作可能

新製品の清掃ロボット及び清掃･洗浄機器をご紹介いたします。

水だけでも汚れが落ちる「びっくりフレッシュ」シリーズ

通常の清掃ではたどり着けない感動的な美を取り戻す特殊な清掃

壁紙をクリーニングとリペアでキレイに。SDGs認証の近道。

ビルメン報告DXツールのスタンダード

誤検針・誤請求を防止する！スマホで撮るだけメーター読み取り

CXSが考えるSDGsとビルメンテナンス業界のあり方

国際コインランドリーEXPOの紹介

マイクロファイバー新製品

作業効率化・廃プラ削減に貢献します。全製品＋新製品展示予定。

長期間効果が持続する消臭・抗菌・抗ウイルスコーティング

人手不足を解消する遠隔支援システムで生産性向上

もれなくサンプル配布あり

検針自動読取や修繕等の現場作業記録がスマホで完結するクラウド

3MがおすすめするBM市場向けの製品をご案内

SDGsに合った新製品で新しい清掃価値を生み出しませんか？

ハードフロアに対する高効率なツールをご紹介します！！

ビルメンテナンス協会で実施している保険制度

全国ビルメンテナンス協会の活動をご紹介いたします。

いい仕事はユニフォームから。ビルメン向けの新商品などを展示！

誰でも簡単に使用出来、作業軽減につながる清掃マシン多数！！

プロの衛生管理を実現する業務用に特化した化学製品

グリストラップ・排水管清掃年間2万件以上の実績

MRA型　スムーズな横移動ロープワークによる作業が可能に

ＨＡＣＣＰ対応の日本製清掃用品の製造・販売を行っております。

【新製品】【御影石再生研磨】【付加価値】【品質向上】

クリーン、衛生対策

1台で4役をこなすインテリジェントお掃除ロボット！デモ実演あり

DXメンテナンスをご紹介！効率的・先進的な製品を展示します！

【感染症対策】除菌に便利な噴霧器やアルコール検知器を展示！

ユニフォームでSDGsに貢献出来る商品サービスのご提案です！

ビルメン業界特化型の販売管理システム。デモ実演あり

トータル衛生管理ができる洗剤から衛生商品をご紹介します！

空気環境測定業務の効率化、人手不足解消のご提案

ガラスクリーニング用品・高所作業安全用品・ロープアクセス用品

天然由来成分消臭原料及びこれを配合した製品の紹介

ガラス清掃資材及び純水クリーニング用品！効率化と人件費削減！

剥離剤を使用しない清掃システム

清掃業界の定番品！プロ御用達のガラススクレーパー【三枚刃】

ビル管理をよりスマートに。デモ実演、行います！

清掃サービスの環境配慮/SDGsに。エコマーク認定の詳細説明

外国人材の活用こそ、これからのビルメン業のカギとなる！

CLINABO(洗浄型),CLINABO CL-02(除塵型)、ROBO Cleaper(洗浄型)

プロ仕様の除菌消臭水関連商品

高pHアルカリ電解水・装置、時短研磨、高耐久スポンジ等

5分で5KMの真剣歩行

【人手不足対策】【DX】【効率化】【コスト削減】

ビルメン関係の教科書、テキスト、資料集、DVDなど展示

サンプル配布あり

顧客満足度の高い消臭除菌などの高付加価値清掃のご紹介

【新製品】【効率化】【人手不足解消】【ホテル向け】

人の健康と環境を守る洗剤で、グリーンクリーニングを

二酸化塩素を使った消臭・除菌施工　OXIDER Pro

ビル設備管理、建築・土木施工管理のシニア人材のご紹介

互換性に優れたマキタバッテリの充電清掃機器を展示

リクルートや労災防止に役立つ最先端のユニフォーム！体験会あり

エスカレーター専用清掃機、省力化、スピーディー、掃除効果抜群

お客様の目線に立った製品作り、カガクの力で問題を解決します

感染症対策

【外国人財ならメック】ビルメンの明日を。【セミナー登壇あり】

『ネクスト防水工法』あなたの建物を守ります。

【新商品】作業軽減が見込めるモップのホコリ取り機デモ実施！！

においセンシングシステムのご紹介【デモあり】

新製品などサンプルご用意してお待ちしております！

モアマン新製品 SDGs関連清掃資材 ホテル客室清掃支援ソフト「DAYナビ」等

置くだけでネズミや猫の対策ができます！予防にもオススメ！

ガラス清掃からメンテナンスの時代に！低コストで長期美観維持！

【かんたん抗菌コーティング】シールドケアシリーズ展開中！

【品質向上】・【付加価値】・【人出不足解消】できます。

エスカレーターステップ・ライザー清掃キット!人手不足解消!

ビル・大型商業施設保守管理総合システム

追加出展募集中 出展まだ間に合います。残りわずか！

アイセン

Avidbots

ASTI

アットデル

アプソン

アマノ

アムテック

アメニティ

アリバル・サンワテクノス

アンチスリップ・ラボ

イーグルケミカル

EZ SHINE

石田データサービス

インテックスソリューション

ヴェルテックスジャパン

ウェルネスコンサルティング

ウルトラフロアケアジャパン

ABCステンレス

S.M.S.Japan

エヌ・エス・ピー

NTTテクノクロス

荏原製作所

FJダイナミック

エムアイオージャパン

オーブ・テック

オカベ

オカムラ/江口

カイスイマレン

キッコーマンバイオケミファ

くうかん/i-team Japan/Gaussium/
Softbank Robotics

クリーンシステム科学研究所/ビコー

グローバルゲイツ

Keishin

ケミカル産業

ケルヒャー ジャパン

コージー・プロ

コーワ　タンクエスト

コムテック

THIRD

cyzen (サイゼン）

蔵王産業

サンコー

サンニック

サンリミックス

G-Smart

GMOグローバルサイン・ホールディングス

シーバイエス

ジェイシーレゾナンス

重光商事

ジョンソン・プロフェッショナル

信越化学工業

シンクロアイズ

鈴木油脂工業

住友セメントシステム開発

スリーエムジャパン

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

ダイケン

高砂

タックアンドカンパニー

チクマ/帝人フロンティア

DFA Robotics

テラモト

東京ミモレ

東京ユニフォーム

東計電算

トウショウ

東美商事

TOWA

ドクターズチョイス

トライテクノス

ジェイ・エス・ピー/オンザロード/スマート/ナノテックシステム

ナルビー

日本カノマックス

日本環境協会 エコマーク事務局

日本国際人材開発支援協同組合 

日本ビルメンロボット協議会（日本信号/中西金属工業）

ハセッパー技研

バンガードエンタープライズ

VIPグローバル

ビルポ

ビルメンブックマート

フォトレックス

フォンシュレーダー・ジャパン

富士管理

プロシオンジャパン

ベルバリュー

マイスター６０

マキタ

丸十服装

瑞藻

ミッケル化学

ミヤキ

メック

守谷商事

山崎産業

ユー・エス・イー

ユシロ化学工業

ユダ/コンフォール

ユタカメイク

Revive and design

レッツクリエイト

レボテック

RENJAPAN

Y-zen
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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。

詳しくは裏面をcheck!

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
あなたの「困った」を解決する商材がすぐ見つかる！展示予定製品・サービス 新製品も

多数展示！！

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 SDGs

経営課題、生産性向上

製品・出展者検索システム    詳しくはこちら
見たい商品を展示している出展者がすぐに見つかる！
製品を一気に検索できる！

新たな挑戦へ
ビルメンテナン

スの

未来を創る

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、来場
者バッジ引換券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。

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。

来場事前登録いただくと待ち時間が少なく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。
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

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 
2022

会期：2022/10/26(水)-10/28　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、来場者バッジ引換券が
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。
会場の入場には来場者バッジ引換券が必要です。

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

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
来場者バッジ引換券を印刷
してお持ちください。

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！

事前登録用
QRコード
ビルメン 展示会

東京ビッグサイト　東展示棟会　場

10：00～17：00
会　期 2022年10月26日（水）～28日（金）
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
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／
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                       （予定）

2022
国内最大級のビルメンテナンス専門商談展示会

※2022年8月4日（木）現在の出展者の申込時の情報です。   （順不同、法人の種類省略）

※来場事前登録の詳細は、本展ＨＰをご覧ください

来場者バッジ引換券

今年度の
見どころ

O
P
E
N
! 

注
目
の
講
演
会
／
出
展
者
一
覧
掲
載
中

展示会
案内状
ご来場には
来場事前登録
が必要です。

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。

建築 店舗・商業空間デザイン展第8回店舗イノベーションオフィス総合展第5回オフィス

農業
47

病院・介護施設 インテリア

7インテリア

人事・総務

詳しくは8月以降、随時公式HPへ情報を掲載します。

展示会開催期間中にビッグサイトでは約700社の製品をご覧いただけます。 ※ビッグサイト東・西展示棟で開催される
　同時開催展の出展者数の総数です。
※2022年8月4日現在。

新製品・デモ実演多数！
同期間に複数の展示会を
開催します！

「お悩みスッキリ！横丁」開催！
注目テーマ多数！
3日間様々な講演会・セミナーを
実施します。

注目テーマ多数！
3日間様々な講演会・セミナーを
実施します。

注目テーマ多数！
3日間様々な講演会・セミナーを
実施します。

初開催

トイレ トイレ産業展第8回



ビルメン講演会B  場所：ビルメン講演会場B 150席

ソリューションセミナー  場所：ソリューションセミナー会場 100席

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！業界動向が学べる展示会 速報！ 講演会・セミナープログラムは随時更新していきます。最新情報は公式HPをご覧ください！講演会・セミナープログラム

150席ビルメン講演会A  場所：ビルメン講演会場A

（法人格・敬称略）（法人格・敬称略）

10月26日（水） 10月27日（木） 10月28日（金）

合同会社おもてなし創造カンパニー 代表 矢部 輝夫合同会社おもてなし創造カンパニー 代表 矢部 輝夫
「新幹線清掃チームの働きがい改革」

10:30▶12:00BMA26-1 基調講演

働く人々が働きがい・生きがい・誇りを持たなければ、生産性は上が
らず付加価値も生み出せません。「働き方改革」をどう考え、どう実践
していかなければならないのか。かつて3Kと呼ばれ、自分の仕事に
誇りをもてず、仕事に対しての士気も低く、離職率の高かった現場を
一人ひとりのスタッフが仕事に対して誇りをもちいきいきと輝いて
仕事ができる世界一の現場へと作り上げたTESSEIでの成功例を交
えながらお話しします。

エコチューニング実践事業者（予定）エコチューニング実践事業者（予定）

「設備機器の運用改善『エコチューニング』で省エネを実現」
13:00▶14:30BMA27-2

「高騰するエネルギーコストへの対策」「国のエネルギー削減要請への対応」が急務
となる時代が到来しています。
そこで注目したいのが、設備投資が不要で、快適性や生産性を確保しつつ省エネを
実現する、経済的にも、ビル利用者にも、地球にもやさしい、SDGs時代の省エネ手
法『エコチューニング』です。
そんな、エコチューニング（省エネ活動）の実践について実際に様々なアイディアで
挑戦された事業者の方からお話を伺います

福島県立医科大学 感染制御学 教授 金光 敬二　他福島県立医科大学 感染制御学 教授 金光 敬二　他

「クロス／ワイプを用いた清拭作業に伴う汚染状況研究（仮）」
13:00▶14:30BMA26-2

全国ビルメンテナンス協会では、感染制御に関する科学的根拠を取り入れた清掃
作業方法を確立するため、感染制御の専門的知識を有する医師と協力し、調査研究
を実施しています。今回は研究の第一弾として、日々の清掃作業で使用されるクロ
ス／ワイプの汚染状況に関する研究結果を福島県立医科大学の金光敬二先生に
発表していただきます。

ASCF、ワンサポ利用企業＆採用外国人（予定）ASCF、ワンサポ利用企業＆採用外国人（予定）

「ビルクリーニング特定技能外国人材採用を徹底サポート
～これから本格化する人材不足に備えて～」

13:00▶14:30BMA28-2

知識や経験を持たなくても安心して特定技能外国人労働者を採用できる、一般財
団法人建築物管理訓練センター（有料職業紹介事業者）が提供するASCFワンスト
ップサポートサービス。他の人材紹介では例を見ない、単なる人材紹介にとどまら
ない、独自のノウハウで会員企業の外国人材採用を支援します。とにかく安心して
外国人労働者を採用したい会員企業様に、利用者様の活用事例をお届けします。

国内の労働人口が減少する中、点検、警備、農業、物流など様々な分
野でロボットが人の仕事を支援しています。
本講演では、ドローンやロボットを活用した施設管理のDXに関する
弊社の取り組みをご紹介するとともに、将来のビルメンテナンスに
おける人とロボットの協調社会の可能性をお話しします。

消防法により適切な設置・点検が義務付けられている消防設備。
義務にもかかわらず、点検報告率全国平均48.9%(2020年3月31
日時点)と低実施率なのはご存知でしょうか?消防設備点検がされて
いない建物はいわば、車検に出していない自動車のようなもの。
今後どんなトラブルが起こっても不思議ではありません。今回は何
故実施率があがらないのか、実施率をあげていくためにはどうした
らよいのかを解説します。

2023年に化管法(PRTR制度)、労働安全衛生法の改正が予定され、清掃業務におけ
る化学物質規制も大きく変わろうとしています。これまで規制の対象外だった化学物
質についても対象が拡大し、事業者がリスクアセスメントの結果に基づき自律的に管
理することが求められる時代へと変化していきます。最新の改正動向とビルメンテナ
ンス事業者や清掃現場が対応しなければならない事項について紹介します。

新型コロナウイルスの流行に伴い、病院に限らず多くの施設で感染拡
大防止のための取り組みを強化されています。標準予防策の遵守と飛
沫感染予防策の徹底はもちろんですが、施設内の清掃・消毒、換気の
関する環境管理も重要性が更に高まりました。清掃業務を委託する上
で病院が考慮しなければいけないこと、清掃業務を行う企業が実践す
るために必要なことをこの期間の経験に基づいてご案内いたします。

コロナ禍におけるごみ拾いSNS「ピリカ」の利用者増と明らかに
なった課題。
ごみ分布調査サービス「タカノメ」を使った新たな清掃活動の促進。
ごみ拾い促進プラットフォームピリカ自治体版のご紹介と各自治体
様の取組事例。

ラグジュアリーなひと時を提供するためにも、客室清掃は重要な役
割を持ちますが、コロナ前からの人手不足もあり、スタッフの確保や
品質管理などに苦労する清掃業者も多いのが現状です。今後、イン
バウンドの増加も見込まれるなかで、客室清掃に求められる品質の
確保とスタッフの育成にどう対応すればよいのか、実例をもとにお
伝えいたします。

昨今,WELL-BEINGな働き方が求められてきており,そのワークプレ
イスづくりにも大きく影響を受けている。当社,WELL認証を取得した
オフィスを事例に,WELL-BEINGなワークプレイスの作り方について
概説する。上記を通じて,WELL認証の特長についても解説する。

元東京ディズニーリゾート カストーディアル 部長 安孫子 薫元東京ディズニーリゾート カストーディアル 部長 安孫子 薫
調整中調整中

「ディズニーランドの“おもてなし”の仕組み
～すべてはゲストのハピネスのために～」

10:30▶12:00BMA27-1 基調講演

ディズニーランドには、「おもてなし」の実現のために、一貫した「ディ
ズニーフィロソフィ」と呼ばれるパーク運営の考え方があります。デ
ィズニー流おもてなしの本質を開業時からパーク運営を担ってきた
経験から、実際のエピソードを交え熱く語ります。

本セッションではスマートシティ・ビルディングの第一人者である日建設計
の中村 公洋氏と、ビルメンテナンス業界デジタル化のパイオニアである株
式会社ビルポの稲垣太一氏を迎え、構想と実運用の両方の側面から実現さ
れるこれからのスマートシティ・ビルディングについて、両氏が所属するスマ
ートシティ・ビルマネジメント(SCBM)研究会を通じた活動をお伝えします。

10月26日（水） 10月27日（木）

日建設計 
エンジニアリング部門&新領域開拓部門 デジタル推進グループ&
イノベーションデザイングループ　中村 公洋

日建設計 
エンジニアリング部門&新領域開拓部門 デジタル推進グループ&
イノベーションデザイングループ　中村 公洋

「スマートビルはメンテナンスに優しい?」
BMB26-1

ブルーイノベーション取締役 専務執行役員 CIO 那須 隆志ブルーイノベーション取締役 専務執行役員 CIO 那須 隆志

「人とロボットの協調社会における
ビルメンテナンス業務の未来」

BMB27-2

スマテン 代表取締役CEO 都築 啓一スマテン 代表取締役CEO 都築 啓一
「消防設備点検の”イマ”と”ミライ”」
BMB26-2

パナソニック 
空間ソリューション事業推進部・主幹  村上 昌史
パナソニック 
空間ソリューション事業推進部・主幹  村上 昌史

「WELL-beingなオフィス事例とWELL認証」
BMB28-2

BMB27-3

シーバイエス　研究開発部 レギュラトリー&プロダクトセーフティーグループ 兼任 
ビルディングケア製品開発グループ グループマネージャー 菅沼 剛
シーバイエス　研究開発部 レギュラトリー&プロダクトセーフティーグループ 兼任 
ビルディングケア製品開発グループ グループマネージャー 菅沼 剛

清掃業務における化学物質規制の最新動向
～化管法(PRTR制度)と労働安全衛生法の改正と適正管理～

BMB26-3 BMB28-3

BMB27-4

Clean next 代表取締役 西山 貴代Clean next 代表取締役 西山 貴代

「観光立国日本の宿泊を支えるホテル清掃のリアル
～今後ホテル清掃に求められる品質管理と教育プログラム～」

BMB26-4 BMB28-4

11:40▶12:30

13:00▶13:50

14:20▶15:10

15:40▶16:3015:40▶16:30 BMB27-5

ピリカ サービス事業部 セールスマネージャー 黒須 賢ピリカ サービス事業部 セールスマネージャー 黒須 賢

「ごみ拾いSNS「ピリカ」、ごみ分布調査サービス
「タカノメ」を活用した清掃・美化活動の最新動向」

11:40▶12:30

13:00▶13:50

14:20▶15:10

15:40▶16:30BMB26-5

EICコンサルティング 代表取締役 藤岡 崇之EICコンサルティング 代表取締役 藤岡 崇之

「新型コロナウイルス感染流行による病院から
清掃委託会社への要求と評価の変化」

11:40▶12:30

13:00▶13:50

14:20▶15:10

15:40▶16:30BMB28-5

10月26日（水） 10月28日（金）

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 他ケルヒャー ジャパン 代表取締役社長 マーク・ヴァン・インゲルゲム 他
「クリーニングDXとSDGｓのグローバルトレンド」

先行するヨーロッパの最新DX＆SDGｓ事例やトレンドを、日本のビルメンテナンス業界のリーダーの皆さま
へご紹介します

11:40▶12:40

「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（仮）」
他にも

多数セミナー
計画中！

他にも
多数セミナー

計画中！

公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 他
2021 年 2月にスタートしたエコマーク「清掃サービス」は、建築物衛生法の特定建築物を清掃するサービスを対象とし、
グリーン購入法の役務「清掃」への対応を前提としているため、近い将来、特に官公庁物件のビルメン業務の受注に認定の有無が
影響することが予想されます。
SDGs 時代のビルメン経営にも有効なエコマーク「清掃サービス」の内容を紹介するとともに、認定の活用事例や将来展望を探ります。

「豊洲スマートシティにおける建物とまちのマネジメント」
BMB27-1 10:10▶11:10基調講演

清水建設 
スマートシティ推進室 豊洲スマートシティ推進部
谷口 精寛

清水建設 
スマートシティ推進室 豊洲スマートシティ推進部
谷口 精寛

初開催！　特別企画『ビルメンお悩みスッキリ！横丁』  場所：ビルメン横丁 50席

10月26日（水） 10月27日（木） 10月28日（金）

人手不足や後継者不足、人件費の高騰や高齢化問題、オフィス需要の減衰などビルメンテナンス業界は様々な課題が山積みです。
また、省力化推進や消毒需要など注目テーマの今後の動向も注目されています。
現在、ビルメンテナンス業界が抱える課題やテーマについて、各社が課題解決の糸口を模索している状態です。
一方で1社で考えられること、変えることには限界があり、新しい発想を生み出すヒントを各々が得て、
これからのビルメンテナンス業界の課題解決に向けて具体化していく必要があるはずです。
そこで、今年度「各社の課題解決と交流機会の創出のための会場内企画」として「ビルメンお悩みスッキリ！横丁」を実施します。

お気軽に
ご参加
頂けます！

「トイレ清掃のお悩みスッキリ！」

BY26-1 11:00▶12:00
第１セッション

テーマテーマ トイレ掃除のお悩みアンケートを実施、
結果をご披露します。

「新津春子さんを囲んで仕事のお悩みスッキリ！（仮）」

BY27-1 11:00▶12:00
第3セッション

テーマテーマ 清掃作業の技術面から職場の人間関係まで、
新津さんがあなたの悩みにお答えします！（仮）

「清掃ロボット導入のお悩みスッキリ！」

BY28-1 11:00▶12:00
第5セッション

テーマテーマ メーカーが教えてくれない！　
業務用清掃ロボット運用の実際

「障がい者雇用のお悩みスッキリ！」

BY26-2 15:00▶16:00
第2セッション

テーマテーマ 障がい者雇用における教育指導や、受け入れ体制など
障がい者がイキイキと働くための第一歩となる
道しるべをご紹介します。

BY27-2 15:00▶16:00

「求人のお悩みスッキリ！」
第4セッション

テーマテーマ 超人手不足時代をのりきる求人採用の虎の巻

BY28-2 14:00▶15:00

｢清掃用ケミカルのお悩みスッキリ！」
第6セッション

テーマテーマ 床の落ちない汚れ、
床用洗剤やワックス等に関する
トラブル・疑問を、実例で徹底解説します！

※ビッグサイト東・西展示棟で開催される同時開催展の出展者数の総数です。

同時開催展が多数ございます！
約700社の製品をご覧いただけます。

ファシリテーター：東京ビルメンテナンス協会 専任講師 北山 克己ファシリテーター：東京ビルメンテナンス協会 専任講師 北山 克己 ファシリテーター：クリーンクリエイターズラボ 代表 栢森 聡ファシリテーター：クリーンクリエイターズラボ 代表 栢森 聡

１０月２７日（木）同時開催展「トイレ産業展」にて
第３８回トイレシンポジウム開催決定！
白倉様もご登壇予定です。

１０月２７日（木）同時開催展「トイレ産業展」にて
第３８回トイレシンポジウム開催決定！
白倉様もご登壇予定です。

ファシリテーター：ビルポ 代表取締役 稲垣 太一ファシリテーター：ビルポ 代表取締役 稲垣 太一

ファシリテーター：月刊『ビルクリーニング』 編集部チーフ 比地岡 貴世ファシリテーター：アントイレプランナー代表／
                       日本トイレ協会運営委員 白倉 正子
ファシリテーター：アントイレプランナー代表／
                       日本トイレ協会運営委員 白倉 正子

ファシリテーター：日本空港テクノ 環境マイスター 新津 春子

事前来場登録・聴講申込・
セミナーの詳細・最新情報は公式HPへ https://www.jma.or.jp/BMCL/ビルメン 展示会

10:10▶11:10基調講演

会場案内

旅行券やクオカードなど、
豪華景品が当たる！

スタンプラリー
東展示棟合同

参加無料

開催期間中東展示棟
全館を使った横断ス
タンプラリー企画を
開催！6ホールまわっ
た方は豪華景品が当
たる抽選会にご参加
頂けます。

ESG不動産投資が進む中、建築物のウェルネス性能の見える化が社
会制度を伴い、進みつつある。本講演では、CASBEE-ウェルネスオフ
ィスの開発の背景とその内容について説明したうえで、ポストコロ
ナ下に求められるビル管理の方向性について触れる。

10月28日（金）

千葉大学大学院工学研究院・准教授 林 立也千葉大学大学院工学研究院・准教授 林 立也

「CASBEE ウエルネスオフィスの動向とビルメンテナンス
～ポストコロナのビル管理の役割～」

BMB28-1 10:10▶11:10基調講演

品質管理の定義には「顧客が満足する製品やサービスを適切な価
格でタイミングよく提供するための活動」(日本品質管理学会定義)
とありますが、ビルメンテナンス業界ではこの取り組みが進んでい
ない現状があります。この現状を踏まえて「サービスの見える化」が
できるSLA/KPIを活用して、顧客満足を高める品質保証を実現する
新たな「性能保証方式」を提唱します。

坂 技術士事務所 代表 坂 康夫坂 技術士事務所 代表 坂 康夫

「SLA/KPIの活用と品質保証で他社に負けないサービスを！
～顧客満足を高める性能保証方式のすすめ～」

宮崎県日向市(人口5.9万人)に本社を置き、正社員の8割、管理職の7割が
女性。女性の活躍のみならず、高齢者、障がい者、外国人、若者(元ひきこも
り等)など、働きづらさを抱えたダイバーシティ人材を活躍させる職場環
境づくりの実践事例が聞ける。昨年12月、NHKのSDGsキャンペーン番組
「未来へ17action」、おはよう日本おはビズコーナーにも取り上げられた。

「清掃会社からの脱却、社会課題解決企業へ!
～誰もが活躍できるインクルージョン経営の実践～」
グローバルクリーン 代表取締役社長 税田 和久グローバルクリーン 代表取締役社長 税田 和久

近年の一般家庭の壁掛けエアコンクリーニングの依頼数は増加傾向
にあります。その中で技術不足・知識不足などによる問題点も多く発生
しております。特にお掃除機能付エアコンは各メーカーによる違いがあ
り、エアコンの分解方法はかなりの複雑さを増しております。依頼を受
け「いきあたりばったりで」作業している現状を変えるのが当協会の社
会的役割かと思います。当協会の取り組みをご紹介していきます。

日本エアコンクリーニング協会 代表理事 清水 則好日本エアコンクリーニング協会 代表理事 清水 則好

「広がるエアコンクリーニング士の輪
～顧客に選ばれる技術者育成をめざして～」

カーペットはそもそもキレイにすることはできない… 本当でしょうか?そんなことはありません!多過
ぎる情報によってかえって混乱しているカーペットクリーニング業界。原点や基本に一度戻ってみる
のはいかがですか?情報を整理すれば解決策は必ず見えてきます!・かわいそうなカーペットー どう
してそうなった?・カーペットクリーニングの基本・クリーニングとメンテナンスの違い・教育の重要性

RSA Japan インストラクター 鹿田 裕介
×

カーペットドクター 代表取締役 高野 毅
RSA Japan インストラクター 鹿田 裕介

×
カーペットドクター 代表取締役 高野 毅

「カーペットって本当にきれいになるんですか?
 ーかわいそうなカーペットを減らすために」

清掃廃液の適正処理から地域の方々とのSDGs勉強会、エコマーク
「清掃サービス」取得など、(株)グンビルが行う環境活動の取り組みや
活動について群馬県住みます芸人 アンカンミンカン 富所 哲平氏と
共に皆様へ分かりやすくご案内致します。

グンビル 代表取締役社長 高野こずえ
×

アンカンミンカン つっこみ 富所 哲平

グンビル 代表取締役社長 高野こずえ
×

アンカンミンカン つっこみ 富所 哲平

「SDGsの先へ ビルメンテナンスがつくる地域の明る
い未来～グンビルの取り組み～」

メック ソリューション事業部 次長 髙橋 秀典
メック ソリューション事業部 課長 南藤 英輝
メック ソリューション事業部 次長 髙橋 秀典
メック ソリューション事業部 課長 南藤 英輝

「歴史から読み取る「外国人採用の現実」【ポイント３選：事例インタビューあり】」

現在、日本に滞在している外国人技能実習生は40万人を超えており、多くの企業が受け入れ
を実施、検討しております。「技能実習生を受け入れたいけど、どうしたらいい？」「受け入れて
みたけれど、上手くいかない」など、文化の違う外国人技能実習生と長く付き合っていくため
のポイント解説を受け入れ事例をご紹介しながら、技能実習制度の歴史と共に解説していき
ます。

13:20▶13:50

※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。

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅

東展示棟への来場の際には
別途各展示会の来場登録
が必要です。病院・介護施設

農業

建築

インテリア

インテリア

人事・総務

中央ターミナル（バス / タクシー）

東ホール 1・2・3東ホール 1・2・3東ホール 1・2・3東ホール 1・2・3

西ホール 1・2西ホール 1・2西ホール 1・2西ホール 1・2
東ホール 4・5・6東ホール 4・5・6東ホール 4・5・6東ホール 4・5・6
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店舗・商業空間デザイン展第8回店舗
イノベーションオフィス総合展第5回オフィス

東2ホールで
開催！

トイレ トイレ産業展第8回

相互入場可能

講演会・セミナー情報はこちら▶

１０月２７日（木）
第３８回トイレシンポジウムが
開催決定！

１０月２７日（木）
第３８回トイレシンポジウムが
開催決定！




