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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
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国内最大級！
ビルメンテナンス専門商談展示会

展示予定製品・サービス

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

清掃、衛生管理 設備管理、点検、運転保守

省エネ、エコチューニング省エネ、エコチューニング テレワーク、オンライン化

感染症対策 ロボット、AI、IoT

安全、リスク管理 人材不足、活用、育成

施設警備経営課題、生産性向上

新製品も多数展示！！

都市開発や街づくり、不動産賃貸・
管理、相続・事業承継、テナントトラ
ブルといった様々なテーマを取り
上げるセミナーを開催いたします。

主 催 :

コロナに負けるな！不動産業界 "ONETEAM"　
ビルメンテナンス、ビルオーナー今こそ力の結集を!!

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。

「不動産ソリューションフェア」
初の同時開催決定!!

速 報！ 11月11日（水） 13:30▶15:30

大都市の活性化～
コロナ禍を経てビル需要はどう変化するか
コーディネーター

元東京都副知事　青山 佾
パネリスト

三井不動産 執行役員ビルディング本部副本部長　鈴木 眞吾
三菱地所 執行役員コマーシャル不動産戦略企画部長　井上 俊幸
森ビル 常務執行役員　御厨 宏靖
都市再生機構 都市再生部事業企画室長　中山 靖史

BM11-2

定員120

10：00～17：00

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。

2020年11月11日（水）～13日（金）会　期

主　催主　催主　催
共　　催共　　催

10：00～17：00
2020年11月11日（水）～13日（金）会　期

東京ビッグサイト　西展示棟１ホール

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
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
ビル経営研究所
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

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
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

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主　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

10：00～17：00

東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト 西展示棟１ホール西展示棟１ホール
会場が変更となりました。

会　場

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。

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。

姓

名

姓（ローマ字）

名（ローマ字）

能率

太郎

Nouritsu

Taro

オーダーを確定する

メールアドレス

ご希望のパスワード

次へ

メールアドレス・PW入力 確認 完了

新規会員登録

Japan Home & Build...

ビルメンヒューマン...

香りデザイン東京

申し込む

種類 金額

無料

無料

無料

枚数

0

1

0

1
STEP ご来場される展示会名と参加人数を

選択し「申し込む」ボタンをクリック 2
STEP 「イベントレジスト」サービスへのログイン。

イベントレジストを初めてお使いの方は
画面に従ってご登録ください。 3

STEP 申込者情報を入力し、最下部の
「オーダーを確定する」をクリック

イベントページ 地図Googleカレンダー

日時：2020/11/11（水）～2020/11...
場所：東京ビッグサイト

PDFチケットを表示 PDFチケットを送信

※来場事前登録の詳細は、本展ＨＰをご覧ください

4
STEP 登録が完了すると、マイページが作成されます。

マイページから入場証をA４サイズ 倍率100%
で印刷して当日お持ちください。 入場証表示

卸売・小売業

能率太郎

ダミー
テキスト

ご来場には事前登録が必要です。QRコードを読み取り、事前登録フォームにアクセスいただくか、本展HPトップ
ページの「来場事前登録はこちら」から事前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。

●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

●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

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。

お困りごと・お悩み解決掲示板を
会場内に設置します！

事前来場登録の際に業務上のお困りごと・お悩みを
お聞かせください。出展者からのご提案があるかも・・・？

詳しくは公式HPをチェック

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
6
回

事前登録用
QRコード

スマホ：下記のQRコードから

O
P
E
N
! 

注
目
の
講
演
会
／
出
展
者
一
覧
掲
載
中

PC 
各展示会
HPから

ビルメン 展示会

ご来場には
来場事前登録
が必要です。

ご来場には
来場事前登録
が必要です。



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！

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 

〒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 事務局（（一社）日本能率協会内）

202
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出展、まだ間に合います。
お問合せはこちら　出展事務局
 TEL 03-3434-1988

来場に
ついての
問合せ先

事前来場登録・聴講申込・セミナーの詳細・最新情報はWebへ

11月11日（水） 11月12日（木） 11月13日（金）

オーナーとビルメンテナンスで作り上げる
テナントを呼び込むための環境対策ビル
長期化が予想されるコロナ禍により、テナントから通年で「十分な換気
を行いながら、快適な室内空調を実現する」ニーズが強まっています。
エネルギー消費の増大が避けられないなか、オーナーとビルメンテナ
ンスの協働により「ニーズの充足」と「省エネルギー」は両立できます。
その手法の一つである「エコチューニング」をご提案します。
セミナー後には簡易的な相談も受付する予定です。

10:30▶12:00

さらに便利に！！ 「清掃作業監督者講習会」ご案内
「建築物衛生法事業登録制度」の人的要件である清掃作業監督者
講習会を2021年4月から全国協会が開始する予定です。
地域の公平性、受講するための費用（移動費、宿泊費など）・時間など
の負担を軽減するために IT を活用 した講習を提供します。
また、監督者としてのマネジメント能力の向上として、「顧客と良好な
関係を構築」ためには、などについて講演します。

16:00▶17:00説明会

テーマ:「ウイズコロナ、アフターコロナで
　     求められる技術とは?」

テーマ:「ビルオーナーに選ばれる
　    ビルメンテナンスになるために」

テーマ:「新しい生活様式と
　     　　　　ビルメンテナンス」

定員120

定員120

さらに便利に！！ 「清掃作業監督者講習会」ご案内
内容は11月11日（水）と同様です。（2回目）

16:00▶17:00説明会 定員120

主催者ブースのご案内
ヒューマンフェアブース 「業界関係者必須情報満載ポータルサイトオープン!!」

不動産フェアブース 「ビルオーナーお悩み受付相談室」
全国ビルメンテナンス協会が特設ブースを設置します。
ご来場の皆様は、協会サイト「マイページ」登録の上、是非
お立ち寄りください。

ビルメン 展示会
https://www.jma.or.jp/BMCL/

コーディネーター

パネラー

東京医療保健大学 名誉教授 大久保 憲
グローバルゲイツ 山中 靜雄
スリーエムジャパン 片岡 克己
キッコーマンバイオケミファ 松本 浩祐
全国ビルメンテナンス協会

詳しくはこちら https://www.j-bma.or.jp/menber-login

出展企業（順不同、法人の種類・省略）（順不同、法人の種類・省略）

エコチューニング推進センター

全国ビルメンテナンス協会 インスペクター講師 北山 克己
東京堂 渡辺 有二

ビルメンテナンスによる感染防止防疫業務のご提案
感染症拡大当初から行政や施設保有者からのニーズが高まっていま
す。求められるのは、目に見えない汚れ（ウイルス、菌、カビなど）の見
える化、すなわち科学的検知のある業務スタンダード化です。
そして、今後求められるのは技術者の育成です。地域社会から必要と
される感染症対策を、業務として提供できる事業者になるためにはど
うすれば良いかという視点で、アフターコロナにおけるビルメンテナ
ンスの将来を展望します。
また、新型コロナウイルス感染症が流行する前から本業務に取り組ん
でいた事業者の実体験の講演も予定しています。

10:30▶12:00パネルディスカッション 定員120

新製品・デモ実演・初出展多数！！
アイセン
清掃業務が効率よく行えるアイテムを御提案致します。
ＡＳＴＩ
超音波技術を応用した超音波振動吸引クリーナーツールの出展
アムテック
新型コロナウイルス対応製品他、ＥＰＡ登録除菌洗剤等をご提案
アメニティ
便器・洗面器をピカピカに磨く特許ポリッシャー
イーグルケミカル
各種防汚コーティング剤（PROSPECシリーズ）
イーデヤンス
クラウド清掃品質管理ヤンクリ
石田データサービス
業界専用　スケジュール作成システム【PlannerEX】
ウルトラ フロアケア ジャパン
耐アルコール剥離不要ＷＡＸと日常で誰でも感染対策ができる洗剤
エスイーエル
ecopic鳥害対策、トルネーダ、スーパーナノバブルスプレー
エヌ・エス・シー
空調ドレン排水の新常識をご提案
エヌ・エス・ピー
熱中症対策や作業負担軽減等、労働環境の改善に貢献します！
カーシーカシマ
機能性とデザイン性を兼ね備えたユニフォームを展示します。
カイスイマレン
ゴミ搬送カート“カートペール”
KALBAS
銅の力で抗菌シリーズ・標識SQUARE（サイン・ステッカー）
関電工
測定記録支援システム「BLuE」
キッコーマンバイオケミファ
清掃管理＆感染予防に衛生モニタリングシステム「ルミテスター」
協栄産業
スマホ・タブレットの対応インスペクション・クラウド・サービス
共栄ハイドリック
洗浄用ホース、継手、洗浄ガン等の製造及び販売
くうかん/i-team Japan
清掃機器、衛生管理商品

クリーンシステム科学研究所
Keishin
感染対策や人手不足対策サービス、コスト削減提案をご案内！
コーワ
作業効率改善を可能にした業界最高仕様のプロ仕様掃除機
国際マーケティング
後付け用エレベーター用空気清浄(取付工事込み)
蔵王産業
ビルメンテナンス作業に欠かせない最新機器をご提案いたします。
ザクティエンジニアリングサービス
驚くほどブレないカメラによる遠隔作業支援IoTソリューション
札幌施設管理
「この配管は何年もつの？」その問いに答える『SPT配管診断』
SAMORE
次亜塩素酸水「コモスイ」/次亜塩素酸水生成機「コモファイン」
サラヤ
清掃用洗浄・除剤ツール及びトイレの洗面備品・感染対策ツール
サンコー
汚れをかき落とす特殊繊維「びっくりフレッシュ」シリーズ
サンニック
視覚を混乱させる鳥害対策とカビを核から分解する感動的な洗浄
サンユウ商事/nthink
除菌抗菌剤/マスク
サンリミックス
原状回復工事の新提案　クロス再生®
シーバイエス
業務用清掃ケミカル、マシン、ロボット、IoT、感染管理製品
ジェイ・エス・ピー オンザロード
オービタルマシンの進化版、新型コロナ対策のケミカル提案
重光商事
マイクロファイバー
芝本商店
除カビ・除菌・除ウイルス剤「フォーダッシュ」及び関連製品
ジョンソン
超濃縮タイプ日常清掃管理用品と感染管理商品のご提案
スイショウ油化工業
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。

住友セメントシステム開発
施設・作業情報を一元管理するビルマネジメントクラウドサービス
全国中小企業共済財団
ビルメンテナンス賠償責任保険
全国ビルメンテナンス協会
ダイイチ
企業向けユニフォームを展示させていただきます。
ダイキョウクリーン
グリストラップ・排水管・排水槽清掃
大和無線電器
感染症対策に非接触検温システムと空気浄化装置をご提案します。
高砂
一般清掃用品及び、食品工場向けＨＡＣＣＰ対応の清掃用品の販売
ティエーシーエス
電動エアレス消毒液噴霧器を初展示しております。
帝人フロンティア
マイクロファイバー関連商材および清掃・衛生関連商材
TESTONIC
テラモト
業務の利便性向上に役立つ清掃資機材を多数展示します。
東京ユニフォーム
BRING由来のリサイクル素材を使用した仕事服がデビュー。
東計電算
貴社業種・業態に合わせた最新ソリューションをご提案します。
TOWA
窓ガラスクリーニング用品・高所作業用品、安全用品、資機材
中西金属工業
床洗浄ロボットと除塵ロボットのご紹介！ぜひお越しください☆
ナルビー
スクレーパー、ナイフ、清掃用品
日菱インテリジェンス
業務用エアコン洗浄ロボット　NR-8S₁
NISSHA
オゾンでわかりやすい感染症対策を実現。是非お越しください！
日本ビルメンロボット協議会
最新の業務用清掃ロボットをご紹介します。
バイオフェイス
除菌・消臭・ウイルス除去剤、植物性害虫忌避剤、
業務用洗剤各種、OEM供給サービス

バルキー・インフォ・テック
作業報告書の効率化！現場で簡単入力！ｆMaintainer！
バンガードエンタープライズ
安全性の高い除菌・洗浄水「洗浄戦士」等をご提案いたします。
ビーエスティー
Ｂ－ＳＴ（鳥よけジェル）
ビーフューチャー
ＵＶ＆オゾンによる空間消毒！消毒資材・ケミカル等をご提案！
ピカコーポレイション
昇降作業台、脚立、はしご、足場等の高所作業用品
ビジネスコンピュータ
ビルメンテナンス業専門ソフト「ビルメンッ」
VIPグローバル
血行促進用医療器具
ビルメンブックマート
広島ファシリティマネジメント協同組合
特定技能、留学生及び高度人材などの外国人材紹介・支援事業
ヒロテック
清掃用ウェットタオルで使い捨てで衛生的です
マキタ
同じバッテリーで使用可な充電式清掃機器を多数展示いたします。
ミズノ
ワークウェア・ワークシューズ・用具
山崎産業
新しい生活様式へ対応した製品をご提案致します。
ユーホーニイタカ
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。
横浜油脂工業
エアコン洗浄の総合メーカーです。様々なご要望にお応えします。
REN JAPAN
RENエスカレーターステップ・ライザーキット、リセット清掃

全国ビルメンテナンス協会
オフィス リバー代表 川崎 美紀（元 国際線ＣＡ）

コーディネーター 日本ビルメンロボット協議会 特別顧問 田中 幸仁（経済産業省）

オーナーと
テナントを
長期化が予想されるコロナ禍により、テナントから通年で「十分な換気
を行いながら、快適な室内空調を実現する」ニーズが強まっています。
エネルギー消費の増大が避けられないなか、オーナーとビルメンテナ
ンスの協働により「ニーズの充足」と「省エネルギー」は両立できます。
その手法の一つである「エコチューニング」をご提案します。
セミナー後には簡易的な相談も受付する予定です。

（経済産業省）日本ビルメンロボット協議会 特別顧問 田中 幸仁（経済産業省）

清掃ロボットの最新導入事例と
今後新しく開発される最新ロボット

毎年注目されるロボット企画を今年も実施します。
今年は、協議会参加企業による導入事例をいくつかご紹介するととも
に、研究開発段階のアイデアや技術について、フェアならではの「ここ
だけの話」としてロボットやITに関する最新情報をお伝えします。

13:30▶16:30 定員120

協　力

清掃ロボットの最新導入事例と
今後新しく開発される最新ロボット

毎年注目されるロボット企画を今年も実施します。
今年は、協議会参加企業による導入事例をいくつかご紹介するととも
に、研究開発段階のアイデアや技術について、フェアならではの「ここ
だけの話」としてロボットやITに関する最新情報をお伝えします。

13:30▶16:30 定員120

今後新しく開発される最新ロボット

毎年注目されるロボット企画を今年も実施します。
協　力 日本ビルメンロボット協議会

～コロナ禍における清掃業務と無人化技術～
10:30▶12:00パネルディスカッション 定員120

「ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン」に沿った清掃業務において、清掃スタッフの負担軽減、
安全確保等の観点からロボットなどの無人化技術がどのように活用
できるか有識者で討議します。

（敬称略）（敬称略）

出展者セミナー情報 ※2020年9月11日現在 ※最新のプログラムは公式HP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。※2020年9月11日現在 ※最新のプログラムは公式HP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。

感染予防清掃のススメ ～感染症流行下での清掃に必
要な菌・ウイルスの基礎から対策まで～

サラヤ 定員100
(仮)ひとをつなぐ。 ～諸外国の人材事情と今後の展望・
日本国内での外国人材開発と展開～

広島ファシリティマネジメント協同組合 定員100
（仮）ビルメンテナンスにおけるルミテスター＆ル
シパックの環境衛生への活用について

キッコーマンバイオケミファ 定員100

他

11月12日（木）11:40▶12:20 11月12日（木）13:00▶13:40 11月12日（木）14:30▶15:10

他

SP12-2 SP12-3 SP12-4

詳しい出展製品情報は、
こちらから

BM11-1

BM11-3

BM14-1

事例でわかるビルの品質向上の価値
中小オフィスビルオーナーに向けて、全国ビルメンテナンス協会の認
定制度である清掃作業評価資格者（通称インスペクター）の採用を提
案します。オーナー目線でインスペクターを採用したことで何が変わ
ったか、実際の成功事例を用いてそのメリットをお伝えする予定です。
また、セミナー参加者の特典として簡易インスペクションの無料モニ
ターも募集する予定となっております。

13:00▶14:30 定員120BM14-2

BM14-3

BM13-1

BM13-2

一部プログラムと日程が変更となっておりますので、ご注意ください。

協　力

コーディネーター 日本ビルメンロボット協議会 特別顧問 日本ビルメンロボット協議会 特別顧問 日本ビルメンロボット協議会 特別顧問 田中 幸仁田中 幸仁田中 幸仁（経済産業省）（経済産業省）（経済産業省）

　    求められる技術とは?」

～コロナ禍における清掃業務と無人化技術～～コロナ禍における清掃業務と無人化技術～
10:30▶12:00パネルディスカッション 定員120

「ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ「ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン」に沿った清掃業務において、清掃スタッフの負担イドライン」に沿った清掃業務において、清掃スタッフの負担
安全確保等の観点からロボットなどの無人化技術がどのように安全確保等の観点からロボットなどの無人化技術がどのように

BM11-1BM11-1

～コロナ禍における清掃業務と無人化技術～～コロナ禍における清掃業務と無人化技術～
協　力 日本ビルメンロボット協議会


