
国際コインランドリーEXPO 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

［お問い合わせ先］

インテックス大阪 3号館

［開催日時］

10:00～17:00 （最終日のみ16:00まで）
9/15● ▲  16●水 木2021.

“国内唯一”のコインランドリービジネス展示会

同時開催展：第5回クリーンビジネスフォーラム2021

パッケージ装飾（1・2小間用）

通常申込　 

プレゼンテーションは、通常申込（有料）と出展者限定（無料）の２種類がございます。 

出展者限定（無料）　 

出展料金と小間形態

プレゼンテーション

スケジュール

●１枠（45分）　¥70,000（税別） ●1小間～11小間 1枠
●12小間～20小間 2枠 
●21小間～ 3枠　

※出展者に限り、小間数に応じて無料のプレゼンテーション枠をご用意しております。
※1枠45分。会場の都合上、プレゼンテーション時間は変更になる場合があります。
※先着順にて受付いたします。枠が埋まり次第、受付を終了いたします。
※申し込み枠数・日時などは事務局にて可能な限り調整いたしますが、
　ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。
※基本的な映像・音響設備はプレゼンテーション料金に含まれています。
　（設備に関する詳細は事務局までお問い合わせください）
※プレゼンテーションの場所や必要な設備は事務局にて準備いたしますが、
　集客は利用者にて行ってください。

基礎小間に含まれる設備

1小間 9㎡（3m×3m）

※小間仕切りパネルは、
　必ず設置されるわけではありません

基礎出展料金

追加料金にて基礎小間に下記の備品が追加されます。
（3小間以上の場合は、事務局までお問合せください）

1小間用
●パンチカーペット
●パラペット（白色）
●社名板（ゴシック体）
●受付カウンター
●折りたたみ椅子
●貴名受け
●スポットライト
●蛍光灯（40W）
●2口 コンセント（100V）

1式
1式
1枚
1台
2脚
1個
1灯
2灯
1個

¥80,000（税別） ¥140,000（税別）

2小間用
●パンチカーペット
●パラペット（白色）
●社名板（ゴシック体）
●受付カウンター
●折りたたみ椅子
●貴名受け
●スポットライト
●蛍光灯（40W）
●2口 コンセント（100V）

1式
1式
1枚
1台
2脚
1個
2灯
4灯
2個

早期申込割引
1小間あたり¥10,000

連続出展割引
1小間あたり¥30,000

割引 第4回国際コインランドリーEXPO2019にご出展実績のある企業・団体に適用いたします。

2021年4月30日（金）までにお申し込みの企業・団体に適用いたします。

3小間

1小間

4小間

2面以上開放

6小間 10小間以上3m

3m

2小間

6m

3m

9m

3m
6m

9m

8小間

2面以上開放

6m

12m

12m

3m
6m

6m

6m

15m

小間形態 ※展示会場等の都合により、希望通りの小間形態を取れない場合がありますので予めご了承ください。

複列の形態になった場合
2面以上開放

3面以上開放

お申し込みの小間数に応じて下図のような小間形態をもとに事務局で小間割をいたします。

単列小間

複列小間

小間仕切り
（システムパネル）

3m

3m1小間

2.7m

30cm

2.7m

30cm

2.7m

6/30（水）
通常申込
受付締切

2021年
4/30（金）
早期申込
受付締切

2020年
10/26（月）
出展申込
受付開始

6月下旬
出展者説明会
（予定）

※満小間になり次第申込終了となります。

¥260,000（税別）

開催日
9月15日（水）
16日（木）

［ 出展のご案内 ］



出展対象 コインランドリービジネスに関連する企業など

機械メーカー 資材メーカー機械/資材商社

商社/代理店
コインランドリービジネスを提案している企業

洗剤メーカー

その他etc. 店舗設計、防犯設備、IT関連設備機器サプライヤー、
システムベンダー、宅配ロッカーなど

FC本部/FCチェーン

国際コインランドリーEXPOとは

開催概要

来場対象 コインランドリー事業者や今後コインランドリービジネスを展開しようと考えている事業者など

宿泊施設、病院/福祉施設

商業施設/流通業界コインランドリー関連

不動産

投資会社/金融機関

ガス/電気事業者ホームクリーニング

SS/石油元売り

その他etc.
・投資ビジネスを検討している方 
・フランチャイズオーナー
・個人で独立開業希望の方 
・土地の有効活用をお考えの方
・フランチャイズチェーンへの加盟をお考えの方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

名　　称 第6回国際コインランドリーEXPO2021　
英文名称 The 6th International Coin-operated Laundry EXPO 2021
会　　期 2021年9月15日（水）・9月16日（木）　
 10:00～17:00 （最終日のみ16:00まで）
会　　場 インテックス大阪 3号館
 （大阪市住之江区南港北1丁目5-102）
入  場  料 1,000円（税込）/高校生以上
 （招待券持参者、事前登録者は無料）
同時開催展 第5回クリーンビジネスフォーラム2021

主　　催 クリーンビジネスフォーラム実行委員会
事 務 局 株式会社ジェイシーレゾナンス
 〒104-0045　東京都中央区築地3-3-2 NEWS築地9F
 TEL ： 03-5565-4285　FAX ： 03-5565-6909
 E-mail ： info@iclexpo.com　　

◆業界動向や最新事例のセミナーを開催します

クリーンビジネスの新しい価値創造の場

クリーンビジネスフォーラム
B U S I N E S S  F O R U M 2 0 2 1

The 5th

国際コインランドリーEXPOは、
“国内唯一”のコインランドリービジネス展示会です。

国際コインランドリーEXPOは、出展者と
来場者のビジネスマッチングの場であると共に
出展者や来場者にとって価値ある情報を

提供する展示会です。

価値ある情報と人が集う
異業種とのコラボレーションなど、
先進的な取り組みが多く見られる
西日本にて初開催します。

西日本 初開催！！

商業施設

クリーニング店 ガソリンスタンド

コンビニエンスストア カフェ

年々店舗数の増えるコインラン
ドリー店は国内のみならず海外
からも注目を集めています。
今後のヒントは、
「コインランドリー × 〇〇」。
異業種とのコラボレーションが
進む最新事情を展示、セミナー
企画を通じて発信することで新
たな価値創造につながるヒント
をご提供できるよう努めて参り
ます。

同時開催展/併催企画
〈同時開催展〉

同会場にて「洗う」「キレイにする」を共通項にビジネスをされている事業者が集い、
ビジネスマッチングを行う場「クリーンビジネスフォーラム」を開催します。

第5回クリーンビジネスフォーラム2021

〈併催企画〉

出展者、来場者、業界全体にとってヒントとなるセミナーを実施予定です。

◆第6回 コインランドリー店アワード2021
過去5回開催された「コインランドリー店アワード」を今回も開催しま
す。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
メンバーの選考によって受賞したコインランドリー店舗を、国際コイン
ランドリーEXPOの会場で実施する表彰式にて表彰させて頂くと共
に、関連媒体にて記事掲載をいたします。

2019年開催実績

● 出展者数 63社 174小間

● 来場者数 登録実数    5,960名

 延べ人数  10,365名

出展者について 来場者の業種

来場者について

※同時開催展（クリーンビジネスフォーラム）の来場者含む

コインランドリー
関連 
38.0%

不動産関連 8.6%
機械/資材メーカー 8.3%
機械/資材商社 6.1%ホームクリーニング関連 4.1% 

ガス/電気などの関連 4.0%

SS/石油元売り関連 3.5%

商業施設/流通業界関連 2.3%

個人で独立開業希望の方 2.1%

自動車関連 1.8%

投資会社/金融機関 1.6%

リネンサプライ関連 1.1%

施設清掃関連 0.8%

アパレル関連 0.7%

ハウスクリーニング/家事代行サービス関連 0.6%

飲食/食品工場関連 0.5%

宿泊施設、病院/福祉施設関連 0.7%

無回答 0.1%

その他
15.1%

・ 国際コインランドリーEXPO 29社 109小間
・ クリーンビジネスフォーラム 34社 65小間

カーウォッシュコインパーキング

災害対策

ペットランドリー

美容室/エステ 食品販売

キッズルーム


