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A-34 14：45～15：30▶セミナー会場A
他人事ではない！
クリーニング業界の防災対策

公益財団法人市民防災研究所
理事・事務局長
坂口 隆夫氏

A-32 11：15～12:00▶セミナー会場A
衛生基準認定制度から学ぶ
リネンサプラ事業の衛生問題

一般社団法人日本リネンサプライ協会
顧問
小宮山 憲男氏

B-33 13:15～14：00▶セミナー会場B
カークリーニングビジネスの最前線
～他業界から学ぶ新たなビジネスの可能性～

株式会社ワールドスタイル
尾島  康弘氏

海外企業の
出展も!!

東京でしか実現できないセミナーや視察ツアーなど、見どころ満載！
下記の併催企画のプログラムは参加無料です！（先着順） 詳しくはWebサイトをご確認ください。
　

▶http://www.clv21.com ※日時、タイトル、講師、内容については都合により変更になる場合があります。

A-13 13：15～14：00▶セミナー会場A
新たな市場を創出する『WASH＆FOLD』の可能性と今後の展望
～新たなコインランドリービジネスの形～
通常のコイランドリービジネスとは一線を画すお洗濯代行サービス｢
WASH＆FOLD｣を運営する株式会社アピッシュの代表である山崎氏
にご登壇頂き、｢WASH＆FOLD｣のビジネスや、山崎氏が描く今後の
展望についてお話し頂きます。コインランドリービジネスを初めようと
考えている事業者や現在コインランドリービジネスをされている方で
ビジネスの拡大を検討している事業者にとってヒントとなる情報が満
載のセミナーです。

株式会社アピッシュ
代表取締役社長
山崎 美香氏

A-15 15：30～16：30▶セミナー会場A
本格的カフェ併設コインランドリーの展開
関西クリーニング業界の雄、ノムラクリーニングが新たに展開した
「ninOval wash cafe®(ニノーバル ウォ ッシュ カフェ®)」。食べログ
パンケーキランキング1位を獲得した実績のある、ninOval cafe®と
のコラボを実現し、コインランドリーのみならず、同社自らがカフェの運
営も行う全く新しいタイプのコインランドリーの計画からオープンに至
るまでの構想や、実際に営業開始した後に見えてきた可能性などについて本プロジェクトを推進したノムラクリーニングの
米田室長にご講演いただきます。クリーニング業界の先駆けとして、コインランドリー店舗を運営したきた同社が、カフェ併
設コインランドリーを開設した背景や展望などを知り、従来のコインランドリーとは違う効果がどのような形で顕在化してき
ているのかを知る貴重な機会です。

株式会社ノムラクリーニング
経営企画室長　
兼任　営業本部長
米田　健太郎氏

A-12 11:15～12:00▶セミナー会場A
コインオペレーションの
キャッシュレス化（仮）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ITビジネスコンサルタント
/ ジャーナリスト　
神尾  寿氏 

A-11 10：15～11：00▶セミナー会場A
涼しさを実感した、
新しいクリーニング工場

人・建築設計所
代表
髙橋 貴大氏

E-11 10：15～11：45▶イベントステージ
海外から学ぶクリーニング業界の今後vol.2
～海外に精通するJCPCが描く今後のクリーニング業界～

日本クリーニング生産性協議会　
常務理事  打越 圭介氏
（所属：株式会社三幸社）

A-14 14:15～15:15▶セミナー会場A
PTB（仮）

○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○ ○○氏

セミナー・イベント

セミナー・イベント
E-21 10：15～11：45▶イベントステージ
海外から学ぶクリーニング業界の今後vol.1
～ヨーロッパのアパレル業界から学ぶ～

日本クリーニング生産性協議会
麻野 和美氏
（所属：くりーにんぐあさの）

E-22 13:15～14:00▶セミナー会場A
ドイツ発祥の品質衛生規格「RAL」について
～リネンサプライ事業に特化した品質衛生規格RAL-GZ992～

株式会社稲本製作所
RAL推進室  室長
金戸 憲康氏

株式会社稲本製作所
RAL推進室  主幹
ホーヘンシュタイン公認RALアドバイザー
椿　泰廣氏

E-25 15：45～16：30▶セミナー会場A
今からでも遅くないコインランドリービジネス
昨今、投資ビジネスの1つとして、コンランドリービジネ
スが活況を呈しています。ライフスタイルの変化に伴う
コインランドリー需要の拡大や、投資ビジネスとしては、
比較的ローリスクで始められるビジネスである事、コイ
ンランドリービジネスが注目を集めている理由の1つかもしれません。そこで、今回、株式会社日本
売上アップ研究所の中西氏にご登壇頂き、コインランドリービジネスをこれから始めようと考えてい
る方や既にコインランドリービジネスを営まれており、さらなる拡大を検討されている方々に向けて、
コインランドリービジネスの基礎から発展的な内容についてお話し頂きます。

株式会社日本売上アップ研究所
代表取締役
中西  正人氏

パネルディスカッション

アワード

C-1 10：00～18：00頃
▶福島 → 栃木 → ビッグサイト

クリーニング専科福島 ＆ クリーニング専科栃木
福島県 伊達市 栃木県 宇都宮市

福島（保原店）から栃木
（雀官工場店）のバス移動
の際、沼崎社長にもご同
乗いただき、質疑応答な
どができる交流会も実施
予定です。

▶12月1日（木）

▶ビッグサイト → 晴海店

▶12月2日（金）

▶ （ ）

●ホームページから視察ツアー申込書をダウンロードしていただき、ファクシミリにて事務局宛にお申し込み下さい。
●お申し込み者には事務局から「受領確認書兼予約済みチケット」をファクシミリにてお送り致します。
●先着順となりますのでお早めにお申し込み下さい。
●定員に達した場合は、当日のみのキャンセル待ち受付とさせて頂きます。

視察ツアー 事前申込みが必要です。
下記の要領でお申し込みください。

※視察ツアーの時刻は、展示会会場の発着時間（予定）です。

B-11 10:15～11:00▶セミナー会場B

・ホームクリーニングの世界的なトレンド ・エレクトロラックスとISOとの関係
・基準洗濯試験機FOM71CLS ・lagoon Advanced Careシステムの原理、特徴
・lagoon Advanced Careシステムのお客様へのメリット

世界基準のウェットクリーニング　ラグーンアドバンスケア
エレクトロラックス・プロフェッショナル
B to Cセグメントマネージャー
Christoph Richter
クリストフ リヒター氏

出展者プレゼンテーション

B-21 11:15～12:00▶セミナー会場B

月五千万人が利用する日本最大料理レシピサイトの「クックパッド」の「特売情報」の活用
方法。ネットビジネスが盛んになっている環境を利用し、リアル店舗に来店を促すツールの
ひとつ。新規顧客に店舗アピールが可能。求人情報掲載機能や過去画像の再利用、特集
ラベルの新設等、クリーニング業界向け新機能の説明です。

ラクナセミナー
「地域商圏のお客様と店舗をつなぐクックパッド特売情報の活用」

ラクナ油脂株式会社
常務取締役 営業本部長
笈川　達哉氏

B-22 13:00～13:45▶セミナー会場B

E-22 12：00～12：45▶イベントステージ

地球にもカラダにも優しいエコランドリーを全国に 250 店舗強展開するFCチェーン・ マンマチャオ本部
代表であり「知っている人だけが儲かる コインランドリー投資のすすめ」の著者、三原淳が語ります。

欧州のクリーニングの現状について
水洗いⓌマークのクリーニングについて
フランクフルト展示会の出展の説明　他

本当の進化系コインランドリーの話をしましょう。

蒸気の特性、正しい配管の選定、装置にあったトラップの選定、バルブ等の保温によるコスト削減を提案します。
蒸気の正しい知識で10％コスト削減を目指そう

株式会社mammaciao
代表取締役
三原　順氏

カミナガ販売株式会社
営業 常務取締役

氏

B-24 16:00～16:45▶セミナー会場B

今までレッツの講習会に参加して下さった方々に飛躍して頂くために、トータルメンテナンスのアウトソ
ーシングシステムを築きました。CL業界が一気に進化するすばらしいサービスを提供致します。

靴、カバンのトータルメンテナンス
アウトソーシング　システム 浅野通商株式会社

代表取締役
川野 恭一氏

E-24 14:45～15:30▶イベントステージ

宅配便との共配による集配コストの低減と新規顧客開拓の新しい仕組みを提案。クリーニング業界にとって様々なメリットがあります。

宅配便との共配による新しい業態の提案

E-13 16:00～16:45▶セミナー会場B

ＩＴランドリーの会員ユーザーサービスのコインランドリー機器の空き情報の閲覧や洗
濯終了メールの受信・キャンペーン情報などのＤＭ受信に加え、新たに地図サービス
連携や、ソーシャルメディアサービスとの連携・電子マネーや、他業種ポイントサービ
スとの連携なども視野にいれて、次世代ＩoＴランドリーシステムの開発を予定してお
ります。

クラウドで実現するコインランドリーの次世代IoTランドリーシステム
アクア株式会社
マーケティング&オペレーション本部
ランドリーグループ
マネージャー
秋馬　誠氏

B-16 16:00～16:45▶セミナー会場B

従来のコインランドリーのイメージを大きく覆す、従業員400名のオペレーション+知恵の集大成
及び独自の24時間管理体制による明るく清潔、安心・安全で女性のお客様も数多く利用されてい
る、業界初の収益保証システムを取り入れた「進化系コインランドリー」を全国で約２００店舗運営
しているランドリーデポのノウハウを詳細にご紹介いたします。

「進化系コインランドリー」200店舗運営のノウハウをお話しします
株式会社ランドリーデポ
店舗運営本部
次長
寺山　幸弘氏

B-15 14:45～15:30▶セミナー会場B

Tポイントは、2016年9月に会員数6,000万人を超え、日本人の2人に1人が保有しているポイン
トサービスとなりました。加盟店も50万店を超え、クリーニング業界にも拡大しております。そこで
今回はクリーニング業界の皆様に向けた、Tポイントの現状と活用方法につきまして、わかりやすく
解説するセミナーを開催いたします。

クリーニング店でのTポイント活用方法
ヤフー株式会社
決済金融カンパニー　
決済ビジネス本部　営業部
矢島 直樹氏

B-14 13:30～14:15▶セミナー会場B

ここ数年で爆発的に増え続けているコインランドリー店舗。今後、近隣の他店舗との競争激化が
予測されます。その環境の中、競合店に打ち勝ち、お客様に継続的に利用してもらえる地域最強
店のポジションが重要になります。弊社が手掛けてきたコインランドリー1100店舗以上の実績か
ら見えてきたそのノウハウを、店舗事例を交えてご紹介します。
あなたも、コインランドリー経営、はじめませんか?

コインランドリー地域最強店の作り方
株式会社ダイワコーポレーション
東日本営業本部
コインランドリー事業部長
加藤 友祐氏

B-13 12:30～13:15▶セミナー会場B

スマホ世代需要に即した販売促進術「クックパッド特売情報活用法」
IT活用による既存店舗の活性化 全国機材商経営同友会

小野寺 健崇氏

B-12 11:15～12:00▶セミナー会場B

・世界市場におけるエレクトロラックスのコインランドリーの展開について
・ecoLux Laundryの展開状況
・今後の都市部におけるecoLux Urbanコンセプトに提案

エレクトロラックス コインランドリー今後の展開
エレクトロラックス・プロフェッショナル
COLセグメントマネージャー
Christelle Querry
クリステル ケリー氏

出展者プレゼンテーション

B-31 10:15～11:00▶セミナー会場B

今までレッツの講習会に参加して下さった方々に飛躍して頂くために、トータルメンテナンスのアウトソ
ーシングシステムを築きました。CL業界が一気に進化するすばらしいサービスを提供致します。

靴、カバンのトータルメンテナンス　
アウトソーシング　システム 浅野通商株式会社

代表取締役
川野 恭一氏

A-31 10:15～11:00▶セミナー会場B

利用客に選ばれる店舗に共通していえるのは、利用客が抱える様々な負担を解消していくために常に変
革を行い、新しいサービスを提供できている、ということです。
そのような店舗にお役立ちできるよう、TERAOKAグループは『新しい常識』をコンセプトに、通例に縛ら
れない売上UP・コストダウンに繋がる新しい仕組みを発表させて頂きます。

受付革命～顧客の利便性をあげて売上UP～
組織の見える化～店舗と工場をつなげて無駄カット～ 株式会社デジジャパン

クリーニング営業課
シニアスタッフ
長澤 隼人氏

E-33 14:30～15:15▶イベントステージ

オーナー様必聴！本当に正しい電気代の下げ方を、業界導入実績多数の当社が伝授します。
コインランドリーにおける正しい電気代の下げ方とは

コインランドリーでんき削減委員会
/株式会社エリアネットワーク
代表取締役
川島 栄治氏

E-32 13:30～14:15▶イベントステージ

地球にもカラダにも優しいエコランドリーを全国に 250 店舗強展開するFCチェーン・ マンマチャオ本部
代表であり「知っている人だけが儲かる コインランドリー投資のすすめ」 の著者、三原淳が語ります。

本当の進化系コインランドリーの話をしましょう。 株式会社mammaciao
代表取締役
三原　順氏

出展者プレゼンテーション

イベント
E-31 11：00～13:00▶イベントステージ

E-12 13：15～15：15▶イベントステージ
クリーンライフビジネスビジョン
2016
幅広いクリーニング関連業界の各団体トップの方々に
集まって頂き、現状の課題や今後の展望についてお話
しいただくパネルディスカッションです。日本で唯一の
クリーニング業界の国際的な展示会である「クリーン
ライフビジョン21」という場で、業界の活性化と発展
の為に、新しい潮流を生み出すきっかけを提供できれ
ばと考えています。

第29回 全国ワイシャツ仕上競技大会
全国から選出された代表が厚生労働大臣賞をかけてアイロン競技を行う「全国ワイシャツ仕上競技大
会」を、今年の東京大会でも開催いたします。

コインランドリー関連企画コーナー

企画コーナー

▶企画コーナー

模擬店舗コーナー

▶企画コーナー

JIS取扱表示記号コーナー
今年の12月に施行となる、JIS取扱表示記号に
関するコーナーを開設いたします。

▶企画コーナー

事故品展示コーナー
IS取扱い表示記号の施行にあわせて、衣類のメンテナンス、ケア
に関する関心が高まってきている今、実際のクリーニングの事故
品に関する情報提供を行う場として、事故品展示コーナーを開設
いたします。

▶企画コーナー

世界のコインランドリー展
世界のコインランドリー店舗の写真や映像をまとめたコーナーを開設いたします。

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 氏

クリーンライフ協会
副会長   　
五十嵐 素一 氏

全国クリーニング協議会
会長
髙木 健志 氏

一般社団法人日本リネンサプライ協会
会長　　　
武田 善彦 氏

一般社団法人日本病院寝具協会
副理事長
小野木孝二 氏

▶イベン

全国のコインランドリー店舗を対象とし、本アワードの選考委員会にて選出するコインランドリー店舗
を、国際コインランドリーEXPOの会場にて表彰させて頂くと共に、関連媒体において受賞店舗の記
事掲載をさせていただきます。

B-23 15:00～15:45▶セミナー会場A
欧州のクリーニング事情と水洗いについて

B-23 14:00～15:30▶セミナー会場B

クリーニング店が『スマホを利用した販促』をするとどうなるのか？経営者なら気になるところではな
いでしょうか？『季節に応じたメールを毎週したら、なんと！売上が前年対比130％超えに』『たった1
通のメールで売上41万円』『販売開始3時間で200万円超えの売上を作るクリーニングチケット』な
ど、実際に行った販促事例を包み隠さず公開させていただきます。

ハズさない販促実践報告会CLV21

ハズさない実行委員会
株式会社C&L
尾上 有嘉子氏

ハズさない実行委員会
廣瀬商事株式会社
廣瀬　昇氏

ハズさない実行委員会
アンドオン株式会社
髙橋 トオル氏

ハズさない実行委員会
株式会社funfusion
横山 伸也氏

ハズさない実行委員会
株式会社宮商
宮川 武士氏

エレクトロラックス・ジャパン
カントリーセールスマネージャー
國部 功太郎氏

クリーニング流通新聞　顧問
斉藤　敏朗氏
（所属：株式会社たびたく 代表取締役
  中小企業経営アドバイザー）

株式会社双立　代表取締役社長
西村　嘉之氏
BUFA社　海外担当及び技術開発担当
Dr. ヨルグ・シュヴェルトフェーガー氏

B-32 11:15～12:00▶セミナー会場B

スマートフォンやパソコンを活用した販売促進について
「スマホ、インターネットの活用と販売促進」

クリーニング情報ネットワーク協議会　会員
本田 誠一郎氏
（所属：株式会社ニホンマミー 代表取締役）

WASH ＆ FOLD 晴海店

C-2 10：15～12：00頃

関西クリーニング業界の雄、ノムラクリーニングが新たに展開した「ninOval wash cafe®(ニノー
バル ウォッシュ カフェ®)」。食べログパンケーキランキング1位を獲得した実績のある、ninOval 
cafe®とのコラボを実現し、コインランドリーのみならず、同社自らがカフェの運営も行う全く新しい
タイプのコインランドリーの店舗を会場内に再現します。

79001001

国内では唯一のコインランドリービジネスに特化した展示会『国際コインランドリーEXPO』
で、全国のコインランドリー店舗を対象とした『コインランドリー店アワード』を開催致しま
す！！画期的なコインランドリー店舗をはじめ、コインランドリービジネスに関する情報が満
載です!！

展示会名：第1回 国際コインランドリーEXPO 2016 
開催日時：12月2日（金）～12月4日（日）　10：00～17：00（最終日は16：00まで） 
開催場所：東京ビッグサイト　東4・5ホール（東京都江東区有明3-10-1） 
主      催：国際コインランドリーEXPO 実行委員会 
入  場 料：1000円/高校生以上（案内状持参者、Webによる事前登録者は無料） 
※『コインランドリー店アワード』は、12月3日（土）13：15～14：15、国際コインランドリーEXPOの会場内にて実施致します。

誰でも無料*で参加できるイベントですので、是非、ご来場下さい！！ 
※案内状をご持参頂くと無料でご入場頂けます。案内状をご希望の方は、以下の案内状お申込欄にご記入頂き、FAXにてお申込 
　下さい。案内状は無料です。

今からでもコイランドリー店アワードへのエントリーが可能！！ 
実際にコインランドリー店舗運営している、もしくは、知り合いがコインランドリー店舗を運営しているなど、自薦、他薦問わ
ず、エントリーが可能です！！我こそはと思われる方は、是非、エントリーしてみて下さい！コインランドリー店アワードの詳
細は、以下の「国際コインランドリーEXPO運営事務局」までお問い合わせ下さい。

Point 1

Point 2

会社名
氏名

部署 役職
住所 〒
TEL FAX

E-mail

【案内状 お申込記入欄】

国際コインランドリーEXPO 運営事務局 
〒104-0045 東京都中央区築地3-3-2 NEWS築地9F (株)ジェイシーレゾナンス内 
TEL：03-5565-4285　FAX：03-5565-6909　E-mail：info@iclexpo.com　HP：http://iclexpo.com

【お問い合わせ先】

※国際コインランドリーEXPOのホームページからも、来場事前登録が可能です。（無料）

【イベント概要】

ご返信先 
FAX：03-5565-6909

コインランドリー店アワード受賞者決定

①最優秀賞
あらゆる側面から、もっとも評価が高かったコインランドリー店舗に授与する。

②特別賞

特定の分野において秀でているコインランドリー店舗に授与する。

③UI、UX部門
ユーザーにとって使いやすい店舗であり、質の高いサービスを提供するコイン
ランドリー店舗に授与する。

④IT部門
IT技術を駆使したコインランドリー店舗に授与する。

ランドリーステーションひまわり

コインランドリーwash　中葛西店+

ninOval wash cafe　吹田紫金山店
小柴クリーニング八幡2丁目店

WASH ＆ FOLD 神戸垂水店

Ⓡ


