2018 年 10 月 29 日

《報道関係資料》

実績豊かなクリーニング業界の総合展示会！！

「クリーンライフビジョン 21-2018 東京展示会」開催!!
会

期：2018 年 11 月 29 日(木)～12 月 1 日(土)10：00～17：00
※12 月 1 日（土）のみ 10：00～16：00 までとなります。

会
場：東京ビッグサイト（東 4 ホール）
出展規模：１０７社、３０２小間（10/29 現在）/ 想定来場者：約 2 万人
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会（会長：小池 広昭／所在地：東京都新宿区）は、クリーニン
グ業界の今後のあり方を提言し、関連する全ての製品・技術・サービスの展示を行うクリーニング業界の総合
展示会「クリーンライフビジョン 21-2018 東京国際クリーニング総合展示会 第 56 回全日本クリーニング研究
大会・機械資材展示会」を来る 11 月 29 日（木）～12 月 1 日（土）の 3 日間、11 月 29 日（木）、30 日（金）午
前 10 時より午後 5 時まで、12 月 1 日（土）午前 10 時より午後 4 時まで、東京ビッグサイト（東 4 ホール）にて
開催します。
---------------------------------------------------------------------------------------56 回目を迎える今回は、『実りあるクリーニングの未来をつくる。』をテーマに、 １０７社（３０２小間）が出
展。これからのクリーニング業界の提案や“実りあるクリーニングの未来”のための最新情報を発信しながら、
クリーニングに関わる様々な分野を総合的に展示します。
現在、日本のクリーニング業界は「環境問題」「人手不足」「需要拡大」等、様々な課題に直面しています。
これらのソリューション機器・技術・サービスを直接見て、聞いて、触れることができるのが本展示会の一番の
強みです。また、プロジェクトチームに日本クリーニング新聞、クリーニング流通新聞を招聘し、展示以外に
も、今、業界が必要としている、求めている情報・ソリューション、国内外の旬なテーマと実務的な内容でセミ
ナープログラム、ステージイベントを企画し実施します。

開 催 概 要
名

称： クリーンライフビジョン 21-2018 東京国際クリーニング総合展示会
／第 56 回全日本クリーニング研究大会・機械資材展示会

会

期： 2018 年 11 月 29 日（木）～12 月 1 日（土）3 日間

会

場： 東京ビッグサイト 東 4 ホール

規

模： １０７社（３０２小間）

来場者数： 想定約 2 万人
主

催： 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

後

援： 厚生労働省、経済産業省、環境省、東京都

協

力： 一般社団法人日本産業機械工業会、日本クリーニング用洗剤同業会、全日本クリーニング
機材商協議会、全国機材商経営同友会、クリーニング情報ネットワーク協議会（順不同）
賛： クリーンライフ協会、日本クリーニング環境保全センター、一般財団法人日本消費者協会、

協

日本クリーニング生産性協議会、全国クリーニング協議会、一般社団法人日本リネンサプライ協会、
一般社団法人日本病院寝具協会、全国おしぼり協同組合連合会、全国ダイアパーリース協同組合連合会、
一般社団法人日本ダイアパー事業振興会、一般社団法人日本ダストコントロール協会、
クロロカーボン衛生協会、全国コインランドリー連合会、公益社団法人全国ハウスクリーニング協会、
公益財団法人日本防炎協会、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会、クリーニング流通新聞、
日本クリーニング新聞社、一般社団法人日本衣料管理協会、
一般社団法人日本アパレル・ ファッション産業協会、一般社団法人繊維評価技術協議会、
日本繊維製品・クリーニング協議会、全日本婦人子供服工業組合連合会、
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター、一般財団法人カケンテストセンター、
一般財団法人ボーケン品質評価機構、一般財団法人ケケン試験認証センター、
特定非営利活動法人日本繊維商品めんてなんす研究会、公益財団法人日本ユニフォームセンター、
日本羽毛製品協同組合、一般社団法人日本寝具寝装品協会、全国ふとんクリーニング協会 （順不同）
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セミナープログラム・ステージイベント
※下記プログラムのテーマ、時間は変更になる可能性があります。

11 月２９日（木）
セミナープログラム
１１：００～１２：００
「大規模災害発生時の『衣』の支援について考える」
株式会社 TOSEI PTB プロジェクトメンバー マーケティング部 須田 雅太郎 氏
１２：３０～１４：４５
○日本クリーニング環境保全センター＆全国クリーニング協議会 合同企画セミナー
「高性能ドライクリーニング新溶剤 IMPACT 70 について」
株式会社ツー・エム化成
「（株）ジャヴスが検証中のフッ素系新溶剤」
株式会社ジャヴス
「ドライ溶剤に替わるウェットクリーニング」
株式会社双立
＜土壌汚染対策セミナー＞
・「クリーニング工場等の廃止時に必要な手続き」 株式会社ＮＩＰＰＯ
・「土壌汚染対策の実例セミナー」 株式会社エンバイオ・エンジニアリング

イベントステージプログラム
１１：００～１２：００
「ＩｏＴで急速にイノベーションが進む産業界」
株式会社サン・エンジニアリング 代表取締役 岩尾 徳一郎 氏
１５：００～１６：３０
○全国クリーニング生活衛生同業組合連合会＆全国クリーニング協議会 スーパーセッション２０１８
第１部 15：00～15：40
「スペシャル対談 ～課題解決に向けた協同体制の構築～」
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
全国クリーニング協議会

会長 小池 広昭 氏
会長 髙木 健志 氏

進行役 全国クリーニング協議会

専務理事 青木 渉 氏

第２部 15：50～16：30
「外国人材活用の動静と今後の展開について」
全国クリーニング協議会

特別顧問 小川 賢治 氏

（クリーンライフ協会 雇用環境改善検討委員会 委員長）

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
進行役 全国クリーニング協議会

専務理事 金子 征実 氏
事務局長 片山 徹 氏
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併催イベント
１３：３０～１６：００
○第 12 回日繊ク協交流会議
会 場：ＴＦＴビル東館 9 階 会議室 9-Ａ
＜第 1 部 講演＞ １３：５０～１４：３０
「事故の防止のための百貨店『髙島屋』の品質管理」
株式会社髙島屋 法務・リスクマネージメント室 品質管理グループ 副グループ長
木谷 一成 氏
＜第 2 部 パネルディスカッション＞ １４：３５～１５：５５
「事故・トラブル事例と未然防止（仮）」
株式会社髙島屋 法務・リスクマネージメント室 品質管理グループ 副グループ長
木谷 一成 氏
株式会社レナウンアパレル科学研究所 統括担当部長
神崎 晃 氏
株式会社白洋舍 クリーニング事業部 課長
谷村 一美 氏
【コーディネーター】
日本繊維製品・クリーニング協議会 専務理事
市川 駿 氏
※このイベントは事前予約制、有料です（3,000 円/税込、当日支払）

11 月３０日（金）
セミナープログラム
１１：００～１２：００
○「クリーニング工場のスマートファクトリー化について」
鈴与商事株式会社 豊橋支店 FA システム営業課 主任 半渡 基文 氏
１３：００～１４：００
○「～企業を存続させていくには何が必要か～
創業 450 年を超える「ふとんの西川」のトップ －西川八一行社長講演会－」
西川産業株式会社 代表取締役社長 西川 八一行 氏
協力：日本クリーニング生産性協議会
全国ふとんクリーニング協会
１４：１５～１５：１５
○「高品質リネンの証「RAL」について」
ホーヘンシュタイン研究所 ドイツ品質管理協会 副本部長 アンドレアス・ヤニング 氏
アイナックス稲本株式会社 RAL 推進室 室長 金戸 憲康 氏
１５：３０～１６：１５
○「高視認性安全服のクリーニング対応について」
主催：NUC 公益財団法人日本ユニフォームセンター
JAVISA 一般社団法人日本高視認性安全服研究所 代表理事 吉井 秀雄 氏
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イベントステージプログラム
１１：００～１７：００
○「C-1 ジャパンカップ 2018」
協力：CA コミッティ（特定非営利活動法人日本繊維商品めんてなんす研究会・
一般社団法人関西繊維商品めんてなんす研究会・愛知県クリーニング協会）
＜第 1 部＞ CA トークショー １1：００～１２：００
コーディネーター：中村 美和子 氏、 杉崎 香苗 氏
＜第 2 部＞CA 試験に合格して自分を磨こう！ １２：３０～１３：５０
＜第 3 部＞C-1 ジャパンカップ 2018 接客コンテスト １４：３０～１７：００
スペシャルゲスト：
あぁルナティックシアター座長 橋澤 進一 氏
あぁルナティックシアター
鈴木 澪 氏

併催イベント
〇テキスタイルケアサミットアジア 2018
Textile Care Summit Asia 2018 supported by Texcare
アジアを中心に世界中から視察団が来日し、参加する国際的なサミット。テキスタイルケアの最新
技術やマーケット動向に対する理解を深め、ビジネスにご活用下さい。（※同時通訳有：日・中・英）
会 場：東京ビッグサイト会議棟６０５・６０６会議室 ＜１０：００～１７：１０＞ ※事前登録制・聴講無料
＜オープニングセッション＞
１０：００～１０：１５ （事前登録不要）
＜特別講演＞
１０：１５～１０：４０ 「テキスタイルケア最新技術と今後の展望について」
ドイツ機械工業連盟縫製・皮革機械協会（VDMA）
専務理事 エルガー・ストラウブ 氏
＜テクノロジーセッション＞
１０：５０～１１：３５ 「カシミアの特性と取扱い」
一般財団法人ケケン試験認証センター 獣毛総合研究所
所長 丸茂 征也 氏
１１：５０～１２：３５ 「病院における洗濯事情について」
北里大学東病院 感染管理室
藤木 くに子 氏
＜シェアリングセッション＞
１４：３０～１５：１５ 「統合型リゾートにおけるエコクリーニングシステム
（ドライクリーニングおよびウェットクリーニング）について」
TCA テキスタイルケアトレーニングセンター(シンガポール)
最高経営責任者 TP・チェン 氏
１５：２５～１６：１０ 「最新のクリーニング機械の現状」
一般社団法人日本産業機械工業会 業務用洗濯機部会
齋藤 豊 氏（株式会社アサヒ製作所）
- ４ -

１６：２５～１７：１０ 「白洋舍のリネンサプライシステムについて」
株式会社白洋舍 レンタル事業部 部長 辰巳 元彦 氏
株式会社白洋舍 洗濯科学研究所
小川 淳子 氏

１２月１日（土）
セミナープログラム
１１：００～１２：００
○「長期間放置品対策」
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 事務局長 半田 裕施 氏
１３：００～１４：００
○「水戸黄門セミナー～助さん格さん(社長・幹部の右腕左腕)をいかに育てるか！～」
株式会社組織デザイン 代表取締役社長 松崎 俊道 氏
１４：００～１４：４５
○「人手不足時代の人材確保戦略」～パートタイマー・アルバイトの採用・定着施策について～
株式会社ベクトル 取締役副社長 秋山 輝之 氏
１５：００～１６：００
○実りのあるクリーニングの未来をつくるための
「設備投資／事業再生などに活用できる補助金・助成金セミナー」
川崎経営コンサルティングオフィス 代表 中小企業診断士 川崎 悟 氏

イベントステージプログラム
１１：００～１２：３０
○「全国ワイシャツ仕上競技大会 グランドチャンピオン大会」
１３：００～１５：３０
〇CLV 需要拡大プロジェクトセミナー
「多様化する時代に対応する〈新外交〉（仮）」
カラキヤ洗染株式会社 代表取締役社長 川村 昌大 氏
「新需要創造：スニーカー編（仮）」
株式会社ホームドライ神戸 常務取締役 太白 守貞 氏
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出展ゾーン
１．機械
●ドライクリーニング機 ●洗濯機 ●脱水機 ●乾燥機 ●仕上機 ●アイロナー ●フォルダー
●スタッカー ●シミ抜き機 ●連続洗濯機 ●包装機 ●ボイラー ●エアコンプレッサー 等
２．クリーニング関連機器・部品
●洗剤・助剤投入機 ●熱交換機 ●フィルター ●集塵機 ●コンベア ●ファインバブル技術 等
３．環境・節電対策
●産業廃棄物対策 ●水処理 ●廃液処理 ●土壌汚染対策 ●エコ関連商品 等
４．コインオペレーション
●コインランドリー機器 ●両替機 ●自販機 ●洗剤販売機 等
５．資材
●洗剤 ●溶剤 ●助剤 ●各種加工剤 ●包装材 ●ハンガー ●ガーメント 等
６．店舗ファシリティ
●空調機 ●配管設備 ●商品管理 ●集配システム ●店舗什器 ●店舗設計・施工
●店舗内外装 ●メンテナンス用品 ●セキュリティ ●POP ●デジタルサイネージ ●POS レジ
●ポイントカード ●IC タグ ●顧客管理システム ●その他ストア向け ICT・システム・ソフト関連
●配送関連（システム、車両設備） 等
７．テキスタイル関連
●アパレルファッション関連 ●ユニフォーム関連 ●ホテルリネン ●病院寝具関連 等
８．特別企画ゾーン
●土壌対策ゾーン ●寝具・睡眠対策ゾーン
９．その他
●出版 ●各種学校 ●ビジネスパートナー（介護サービス、生活支援・代行サービス、コンビニエン
スストア、DPE・印刷・コピーサービス、宅配ビジネス、洋服リフォーム・リペア・修繕サービス） 等
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出展者一覧
ブース名五十音順、「・」は共同出展社、10/29 現在（一部予定含む）
＜機械ゾーン＞
アイナックス稲本（株）

多賀電気（株） ・（有）不入流

アサヒ繊維機械工業（株）

（株）ツー・エム化成

（株）アソポリ

東信精機（株）

EID SYSTEM（株）

トーコー電機（株）

（株）イツミ製作所

（株）TOSEI

小片鉄工（株）

直本工業（株）

（有）コスモ超音波研究所 ・（株）プロフィット

（株）日本サーモエナー

（株）サムソン

（株）日本シーリング

（株）サン京都

（株）白興商会

（株）三幸社

（株）ビクター特販

（株）ジャヴス
全国クリーニング機械
中古機ネットワークグループ
（株）双立 ・（株）オリタニ ・（有）宝田商店

（株）プレックス
三浦工業（株）
ワイエイシイマシナリー（株）

＜クリーニング関連機器・部品ゾーン＞
アクティブ Wash-Man

システム開発（株）

エステー（株）

（有）ダイヤ商会

大阪電機工業（株）

（株）デジジャパン

かなめ流通グループ

東京オータス（株）

（株）木戸商事

（株）トーカイコンベア

（株）共生社/（株）エス・アイ・シー

日本ソフトウェアシステム

クールミスト Line®（東横サポート（有））

マルソー産業（株）

クリーニング情報ネットワーク協議会

（株）ライト

三愛工業（株）

ラクナ油脂（株）

（株）サンコービジネスコンサルタント
＜環境・節電対策ゾーン＞
（株）サンコー

（株）松本日光舎 商品事業部

＜コインオペレーションゾーン＞
（株）ダイワコーポレーション

（株）mammaciao

＜資材ゾーン＞
（有）アートブラシ

（株）ナカノ

（株）アオイ商会

（株）中村商店

AMG 有馬義

（株）マサキ

恵美須薬品化工（株）

（株）ミズホ ケミカル

カミナガ販売（株）

三ツ星貿易（株）

ゲンブ（株）

ユニタスファーイースト（株）

国際科学工業（株）

ライオンハイジーン（株）

（株）スズショー
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＜店舗ファシリティゾーン＞
クリーニング店向け SMS サービス（ケイビーカンパニー（株））
＜テキスタイル関連ゾーン＞
Beijing Bartizan Technology CO.
＜その他ゾーン＞
（株）環境ラボ

（株）日本汽罐

クリーニング流通新聞

日本クリーニング新聞社

（株）小羽皮革

日本クリーニング用洗剤同業会

CA コミッティ会議

（一社）日本産業機械工業会

全日本クリーニング機材商協議会

（株）VIP グロ－バル

東京ガス（株）

（株）メルシー

東京ホールセール（株）
（公財）日本ユニフォームセンター
ユニフォーム相談所

（株）ヤマト

＜特別企画「土壌対策」ゾーン＞
興亜開発（株）
JIA 環境ソリューションセンター
（（一財）日本ガス機器検査協会）
ジオテック(株)/（株）アステック東京
SCSC 式土壌汚染調査と浄化

日本クリーニング環境保全センター
ランドソリューション（株）

＜特別企画「寝具・睡眠対策」ゾーン＞
羽毛ふとんリフォーム （株）新津

日本羽毛製品協同組合

日本羽毛製造（株） 羽毛布団リフォーム

（一社）日本寝具寝装品協会

＜主催者ゾーン＞
クリーニング技術部会
／クリーニング綜合研究所
クリーンライフ協会
全国クリーニング業企業年金基金
／全国クリーニング業国民年金基金
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

長期間放置品対策コーナー（by 全ク連）
texcare
東京都クリーニング生活衛生同業組合
（株）日本政策金融公庫
防災コーナー（by 全ク連）

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
中央青年部会

■お問い合わせ先・連絡先
クリーンライフビジョン 21 運営事務局
URL ： https://clv21.jp
E-mail : info@clv21.jp
TEL： 03-5289-0038 FAX： 03-3525-4171
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