
経済産業省
有限責任中間法人オゾン層・気候保護産業協議会／超音波工業会／
公益社団法人日本洗浄技能開発協会
独立行政法人中小企業基盤整備機構
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後 援
特別協力

特別協賛
協 賛 一般社団法人アルコ－ル協会／化成品工業協会／クロロカーボン衛生協会／一般社団法人産

業環境管理協会／写真感光材料工業会／一般社団法人情報サービス産業協会／全国工作油
剤工業組合／公益財団法人全国中小企業取引振興協会／全国鍍金工業組合連合会／一般社
団法人日本印刷産業連合会／日本界面活性剤工業会／一般社団法人日本化学工業協会／一
般社団法人日本化学品輸出入協会／日本金属熱処理工業会／日本鉱業協会／社団法人日本
合成樹脂技術協会／一般社団法人日本自動車工業会／一般社団法人日本自動車部品工業会／
日本製紙連合会／日本接着剤工業会／日本鋳鍛鋼会／一般社団法人日本鉄鋼連盟／一般社
団法人日本電機工業会／一般社団法人日本電子回路工業会／一般社団法人日本電線工業会／
一般社団法人日本半導体製造装置協会／社団法人日本表面処理機材工業会／日本フルオロ
カーボン協会／一般社団法人日本ベアリング工業会／一般社団法人日本防錆技術協会／日本
溶剤リサイクル工業会／一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

　　　日本産業洗浄協議会／　　一般社団法人日本産業機械工業会：主 催

同時開催展示会

センサとその応用技術、機器、システム、
ネットワークに関する専門展示会
■主催：フジサンケイ ビジネスアイ

測定・計測関連の機器・技術・情報が
一堂に集まる国内唯一の展示会
■主催：日本光学測定機工業会／日本精密測定機器工業会

※50音順・7月19日現在

※本展の来場者証で下記の同時開催展も
ご覧いただけます。

セラミックス原材料、製造装置・システム等
および応用製品技術の専門展示会
■主催：公益社団法人日本セラミックス協会／一般財団法
人ファインセラミックスセンター／一般社団法人日本ファイ
ンセラミックス協会／フジサンケイ ビジネスアイ

材料試験＆環境試験と計測、
評価に関する国内唯一の総合展
■主催：日本試験機工業会
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東展示ホール（1F）

会議棟

レセプションホール（会議棟1F）

バスターミナル

エントランスプラザ（2F）

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

水上バス
有明客船ターミナル
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2

西展示ホール

2013

測定計測展
センサエキスポジャパン 2013
TEST2013［第12回総合試験機器展］ 
国際セラミックス総合展 2013

15：00

～

15：45

9月25日
（水）

「自動車業界におけるインデックス型洗浄機の可能性」
（株）ショウワ
シャワー、水中、NC、超音波、熱風、エアブロー、真空、
あらゆる工程を自由に構成出来る洗浄機をご紹介します。

展示内容

出展者一覧

出展製品・技術発表会 参加
無料

会場：東京ビッグサイト　展示会場内 特設会場D
定員：70名（当日受付） ※直接会場へお越しください。

●洗浄機、システム
　 超音波、低高周波、真空スプレー、高圧、他
●洗浄剤
　 水系、準水系、アルコール系、
　 炭化水素系、フッ素系、塩素系、他
●回収装置
　 溶剤、廃液、他
●周辺機器
　 水処理、油水分離、乾燥機、フィルタ、測定、他
●VOC排出抑制
　 測定技術、測定機器、分析装置、VOC分解装置、
　 VOC回収装置、関連機器・技術・サービス、他
●その他
　 ソフトウェア、受託洗浄、出版、他

●ファインバブル（微細気泡）
　ゾーン
　 ファインバブル（微細気泡）発生器・
　 計測器、アプリケーション

●除菌脱臭ゾーン
　 脱臭サービス、環境殺菌／
　 除菌サービス、災害復旧サービス、
　 上記のサービスを提供するための
　 機器・システムおよび関連機器

特設ゾーン

第17回 JICC 洗浄技術フォーラム2013
9月26日（木）

併催行事

東京ビッグサイト 東ホール

同時開催展示会（相互入場可）
●測定計測展2013
●センサエキスポジャパン2013
　（併催：センサネットワーク技術展）
●TEST2013 ［第12回総合試験機器展］
●国際セラミックス総合展2013

特設ゾーン

2013年9月25日（水）－9月27日（金）

“環境”と“品質”を守る
世界最先端技術・情報が集結！

International Industrial Cleaning Expo
国際産業洗浄展
2013地球環境保護

ファインバブル
（微細気泡）

ゾーン
一般社団法人
微細気泡産業会

特別協力

除菌脱臭
ゾーン
一般社団法人

日本除菌脱臭サービス協会

特別協力

http://www.iice.jp 招待状

東5ホール

株式会社マテリアル　代表取締役　細貝淳一氏

５展合同特別企画

●申込方法：ホームページ（http://www.iice.jp）よりお申し込みください。  
※定員に達した場合は締め切らせていただきます。

「下町ボブスレー」
ネットワークプロジェ
クト推進委員会の協
力による見本展示

　BMWやフェラーリといった世界でも名だたる
企業が生産しているボブスレー。しかし現在“日
本のものづくりの技術力を世界に”という志
一つで大田区下の企業が集結し、世界レベ
ルのボブスレーづくりに日夜挑戦し続けている。

　今回は、「下町ボブスレープロジェクト」の
推進委員会・委員長でもある細貝淳一氏に、
世界を目指す日本のものづくり企業の気概と、
企業の連携から生まれるイノベーションについ
て講演していただく。

特別
講演

特別
展示

日時：2013年9月25日（水）  13：30～14：30
会場：東京ビッグサイト　展示会場内 特設会場D
参加費：無料

下町ボブスレー  特別講演＆展示

技術力を結集してイノベーションを巻き起こせ！
～日本のものづくり中小企業が挑戦するソチオリンピックへの道のり～

リックス（株）
レイボルド（株）

ファインバブル（微細気泡）
ゾーン

エンバイロ・ビジョン（株）
関西オートメ機器（株）
弘栄貿易（株）
三相電機（株）
一般社団法人微細気泡産業会
　IDEC（株）
　（有）OKエンジニアリング
　（株）島津製作所
　（株）戸上電機製作所
　Nano Sight Ltd.
　／日本カンタム・デザイン（株）
　（株）富喜製作所
　（株）Ligaric
　（株）ワイビーエム

除菌脱臭ゾーン

イカリ消毒（株）
一般社団法人
　日本除菌脱臭サービス協会

プレス・情報ゾーン

（株）化学工業日報社
（株）潤滑通信社
（株）理工出版社

アクア化学（株）
（株）アクアテック
アクトファイブ（株）
旭硝子（株）
アルベマール日本（株）
インフィニティ（株）
（株）ウエキコーポレーション
（株）エー・エス・ケー
（株）エスエヌディ
（株）エス・ケイ・ワイ
NCC（株）
一般社団法人オゾン層・
　気候保護産業協議会
片倉工業（株）
（株）環境テクノス
カンケンテクノ（株）
キソー（株）
（株）北村製作所
共栄産業（株）
（株）クリンビー
クロロカーボン衛生協会
サクラ精機（株）
（株）サンコー
JX日鉱日石エネルギー（株）
JNC（株）
JFE商事エレクトロニクス（株）
JKS Engineering（M）Sdn. Bhd.
篠原電機（株）
シブヤマシナリー（株）
シャープマニファクチャリングシステム（株）

ジャパンクリエイト（株）
ジャパン・フィールド（株）
（株）ショウワ
（株）昭和螺旋管製作所
（株）新栄重機
（株）ソルベックス
／J.P.C（株）
タイセイクリンケミカル（株）
大和化学工業（株）
髙橋金属（株）
（株）田邊空気機械製作所
超音波工業会
（株）テムスケミカル
東光技研工業（株）
東製（株）
（株）TOSEI
東ソー（株）
日伸精機（株）
日本アレックス（株）
日本液炭（株）
日本ソルベイ（株）
（株）二村研磨工業所
日立造船（株）
（株）平出精密
ファインマシーンカタオカ（株）
本多電子（株）
未来超音波技術
／常盤商事（株）
森合精機（株）
ユニラムジャパン（株）

1521
四角形



午後

併催事業  第17回JICC洗浄技術フォーラム2013

会期：2013年9月26日（木）　10：00～16：20
　　　特別講演（2×50分）、技術発表（4×50分）
会場：東京ビッグサイト  会議棟6Ｆ  606会議室
定員：120名　主催：日本産業洗浄協議会（JICC）   　
参加費…会 員：6,300円　一般：10,500円（税込み）

洗浄技術フォーラムに関する申込・問い合わせ先
日本産業洗浄協議会 事務局　〒105-0014 東京都港区芝2-10-4 電巧社ビル5F
TEL. 03-3453-8165  FAX. 03-3453-8167
http://www.jicc.org

環境と人に優しい洗浄テクノロジー
その進化と証し

●申込方法：ホームページ（http://www.jicc.org）より
　　　　　　お申し込みください。
●聴講料支払い方法：請求書が届き次第、指定口座にお払込みください。
〔キャンセルの場合〕開催前日および当日の取り消しは聴講料の全額をいただきます。
※聴講申込者の都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。

●申込方法：ホームページ（http://www.iice.jp）よりお申し込みください。

●申込方法：ホームページ（http://www.iice.jp）よりお申し込みください。

※テーマ、講師は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※最新の情報はホームページでご確認ください。

（敬称略）

開会挨拶・特別講演

会期：2013年9月27日（金）　10：20～16：00
会場：東京ビッグサイト　展示会場内 特設会場D
主催：一般社団法人微細気泡産業会（FBIA）

午前

講演プログラム

講演会プログラム
「食品の匂いと異臭分析について」

「事例に基づく脱臭施工について」

「施設における殺菌方法の実際と今後の状況」

午前

午後

除菌脱臭
セミナー においの分析と除菌、脱臭方法について

13：00～14：00

14：00～15：00

15：00～16：00

11：10～11：40

10：30～11：00

13：00～

14：00～

15：00～

●あなたの業種は？
□01 官公庁・団体
□02 農林・水産・鉱業
□03 建設
□04 食品
□05 繊維・紙パルプ
□06 化学
□07 石油・石炭・ゴム
□08 窯業（ガラス）
□09 鉄鋼
□10 非鉄・金属
□11 機械
□12 電気機器
□13 輸送用機器
□14 精密機器
□15 その他の製造業
□16 商業
□17 金融・保険
□18 不動産・倉庫
□19 陸・海・空運
□20 通信
□21 電力・ガス
□22 サービス
□23 放送・出版業
□24 研究所
□25 病院・医薬
□26 学校
□27 その他

●あなたの職種は？
□31 研究開発・技術開発
□32 製造・生産
□33 商品開発・商品企画
□34 検査・品質管理
□35 営業・販売
□36 企画・調査
□37 資材・購買
□38 電算・情報処理
□39 経営・管理
□40 経理・財務
□41 教師
□42 学生
□43 宣伝･広報
□44 設計・デザイン
□45 総務
□46 人事・教育・労務
□47 法務・知的財産・特許
□48 その他
●あなたの役職は？
□51 会長・社長
□52 役員
□53 部長・次長クラス
□54 課長クラス
□55 係長・主任クラス
□56 専門職
□57 一般社員
□58 その他

●本展を知ったのは？
□61 本招待券
□62 ホームページ
□63 新聞・雑誌
□64 ポスター
□65 知人に聞いて
□66 その他
●ご来場の目的は？
　（複数回答可）
□71 製品・企業情報収集
□72 業界情報収集
□73 購入のための比較検討
□74 商談
□75 その他
●今回のご来場で
　お探しのものは？
　（複数回答可）
□81 洗浄装置
□82 乾燥機
□83 洗浄剤
□84 周辺機器
□85 検査・測定
□86 その他
●本展以外に見学したい
　展示会は？（複数回答可）
□91 センサエキスポジャパン
□92 測定計測展
□93 国際セラミックス総合展
□94 総合試験機器展

登録欄
会社・団体名

所属･役職

住所　〒

氏名

TEL FAX

E-mail

名刺貼付

下記欄に名刺を貼付あるいは楷書でご記入ください。

●会場内でのカメラ・ビデオカメラなどによる撮影、ビラ・チラシ等の配布、出展者への妨害および来場者への迷惑行為は固くお断りします。

＜主催者としての個人情報のお取り扱いについて＞
①ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内および主催者の関連行事の案内送付等のために使用いたします。
②本展示会は来場者バーコード管理システムを導入しております。
　ご来場者が受付でご登録いただきました情報は、本展示会以外の同時開催展会場に入場する際、バーコードを読込ませていただくことをもっ
て、ご入場いただくことが出来ます。読み込ませていただきますと、ご来場者の情報を当該展示会主催者へ提供いただくこととなりますのでご承
知置きいただきますようお願いします。
③併せて、各出展ブースへ訪問の際も同様に名刺を頂戴する変わりにご来場者のバーコードを読込ませていただく場合がございます。読込ませて
いただきますと当該出展社より、各種ご案内、情報、等が行く場合もございますのでご承知いただきますようお願い申し上げます。
④個人情報の漏洩、滅失、改ざん等を防止する処置を講じます。
⑤主催者は、運営事務局メンバーおよび業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう指導いたします。

招待券
本券1枚で1名様が無料でご入場できます。
本券なき場合は有料（1,000円）となります。
ご来場の際には本券（1枚につき1名）をご持参いただくか、
ホームページ（http://www.iice.jp）における
事前登録により無料で入場できます。

事前に下記全ての項目にご記入の上、名刺 1枚を添えて会場受付にご提出ください。
引き換えに来場者証をお渡しします。

International Industrial Cleaning Expo
国際産業洗浄展
2013地球環境保護

展示会事務局
（株）シー・エヌ・ティ  〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST 神田須田町4F
TEL. 03-5297-8855    FAX. 03-5294-0909    E-mail: info2013@iice.jp

10：00～10：05

10：05～10：55

13：35～14：25

14：25～14：40

11：45～12：45

12：45～13：35

15：30～16：20

14：40～15：30

10：20～10：30

ファインバブル“微細気泡”による洗浄イノベーション
マイクロからウルトラファインまで……

講演会

製品紹介　
「ファインバブル技術の利用事例」
一般社団法人微細気泡産業会　賛助会員　
宇川岳史 氏　株式会社ワイビーエム　東京支社　第三営業部

製品紹介　
「超高密度ウルトラファインバブル発生装置UltrafineGALFの
現状と安全・安心な洗浄への応用」
一般社団法人微細気泡産業会　正会員
小林秀彰 氏　IDEC株式会社　技術戦略部　先端技術推進グループ

開会挨拶　
筧 伸雄 氏　一般社団法人微細気泡産業会　監事
　　　　　　（ヤマト科学株式会社　取締役常務執行役員）

基調講演　
 「ファインバブルによる廃水浄化と付着塩洗浄」
寺坂宏一 氏　
一般社団法人微細気泡産業会　理事
（慶應義塾大学　理工学部　応用化学科　教授）

応用事例紹介　
「ファインバブル技術を活用した道路管理－橋梁・トイレ洗浄等」
角田直行 氏　
一般社団法人微細気泡産業会　副会長
（西日本高速道路株式会社　執行役員　中国支社長）

FBIAの活動紹介　
「ファインバブル技術に関するISO国際標準化と
認証への取組みと微細気泡産業会による事業創造」
藤田俊弘 氏　
一般社団法人微細気泡産業会　副会長
（IDEC株式会社　常務執行役員　技術戦略本部長　IDECグループ C.T.O.）

特別講演
「微細気泡を活用した洗浄技術」
尾上 薫 氏
千葉工業大学工学部　教授

技術発表
「洗浄における省エネルギー・省コストのノウハウ概説」
前野純一 氏
日本産業洗浄協議会　事業推進委員長

休憩

技術発表
「完全密閉型真空超音波洗浄機」
岡村和彦 氏
㈱クリンビー　代表取締役社長

技術発表
「環境・人体に優しい水溶性洗浄剤Wクリーナーシリーズの開発と実用性」
田巻匡基 氏
出光興産株式会社　営業研究所　加工油グループ

休憩11：40～13：00
10：55～11：45

開会挨拶　土井潤一 氏　日本産業洗浄協議会　会長

特別講演
「水による減圧沸騰洗浄」
刑部真弘 氏　
東京海洋大学大学院　海洋工学系　教授

技術発表
「環境適応型ドロップイン溶剤のご提案～HCFC全廃に向けて」
山本幸一 氏　
セントラル硝子㈱　化成品営業部　フルオロカーボン推進グループ

昼休憩
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