
出展申込書在中

会期までの流れ（予定）

開催概要

出展の
ご案内

2014年7月25日（金）
申込方法 出展申込期限

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％が適用されます。

Click!検 索 http://www.jma.or.jp/clean/

会　      期 ： 2014年11月12日（水）～11月14日（金）の3日間　
10：00～17：00

会         場 ： 東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 東ホール
主         催 ： 一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本掃除能力検定協会
展示予定規模 ： 80社/150小間

来場予定者数 ： 10,000名
入場登録料 ： 1,000円（税込）
　　　　　　　 （ただし、招待状持参者・事前登録者は無料）
同 時 開 催 ： ジャパンホーム＆ビルディングショー2014
　　　　　　　 HOSPEX Japan 2014
　　　　　　　 アグロ・イノベーション 2014
　　　　　　　 ものづくりNEXT↑2014
　　　　　　　 グリーン・イノベーション EXPO2014

〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22
TEL 03（3434）1988　FAX 03（3434）8076　e-mail：clean@jma.or.jp

クリーンＥＸＰＯ 事務局　一般社団法人日本能率協会　産業振興センター内　
〈問い合せ先〉

11月

上旬 各種書類の提出締切（例：水道・ガス配管工事申込、電灯・電力供給申込、装飾施工業者登録など）

搬入日 8：00～18：00

12日（水）

14日（金）

会期

会期最終日 搬出日17：00～22：00（即日撤去）

10日（月）
11日（火）

※指定時間内に、装飾材料の撤去を含む一切の作業を完了してください。

展示会備品の配付（展示会招待状/封筒、出展者バッジ・車両証など）上旬
出展者説明会（小間割図面、出展の手引、各種書類の配付）

9月

29日（金） 出展料金　お支払い期日
出展申込受理後、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座までお振込みください。

下旬 Web情報 掲載原稿　提出期限

10月

同封の出展申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
また、一般社団法人日本能率協会が主催する展示会に初めて出展申し込
みされる場合は、事前に会社経歴書（または会社案内）、出展予定商品の
カタログ（または取扱商品カタログ）を事務局までご提出ください。

※ただし、予定小間数になり次第、締め切らせていただきます。
※出展内容が本展の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので、
　あらかじめご了承ください。

2014年7月25日（金）申込締切

2014年

11月14日（金）11月12日（水）会期

会場

クリーンEXPO 2014

あらゆる「お掃除・清掃ビジネス」が一堂に会する
アジア最大の清掃技術展示会

１０：００～１７：００

東京ビッグサイト（東京国際展示場）

東6ホール

主　　催： 一般社団法人日本掃除能力検定協会

8月
2014年

第1回

EXPO2014

第1回EXPO2014

基礎小間プラン

Web出展者情報掲載料

￥50,000+消費税
区 別

会 員

会員外

開閉器
※床面カーペット無

2700mm

2970mm

2970mm

後壁

側壁

（内寸2930mm）

（1小間例）

※システムパネル仕様、白ビニール仕上げ
※隣接小間がない場合は側壁はありません。

●小間設備の後壁・側壁（システムパネル仕様・白ビニール仕上げ）
●電気工事（1小間につき、100V／300Wまでの一次幹線工事）　●招待状・封筒セット

基本的な設備のみのプランです。自社で装飾等を行っていただく必要があります。

出展小間料に含まれるもの

※会員とは主催・共催団体の正会員・賛助会員をさします。

EXPO 2014
初開催  ！！

き

れ
いにするって、気持

ちい

い！

小間単価

￥330,000+消費税
￥380,000+消費税



日本能率協会だからできる来場動員活動
その他、日本能率協会が主催する展示会来場者への強力な来場促進を実施します。

インテリアトレンドショー

&ome uildingJapan Show 2014

来場登録者分類（2012年度開催実績より）

来場登録者分類（2012年度開催実績より） 来場登録者分類（2012年度開催実績より）

ホーム・ビル＆インテリアＷＥＥＫ業種別来場者分類
（2012年度開催実績より）

その他/学生 5.1％ 報道 0.9％
教育/研究機関 1.8％
官庁/自治体/団体 3.6％

介護/福祉/保健　4.5％

メーカー
13.9％

商社/ディーラー
17.6％

建築/設計
17.8％

病院/診療所
28.0％

●院長・理事
●医師
●事務部門
●施設部門

●看護部門
●給食部門
●技師（士）
●薬剤師　  他

●施設サービス
 （老人保健施設、社会福祉施設 他）
●在宅サービス
 （訪問看護ステーション、
   在宅介護支援センター 他）
●保健・健康増進●設計事務所 ●建築・設備・工事 ●コンサルタント  他

医療関連サービス事業者 4.9％
シルバーサービス事業者 1.9％

工務店/
ハウス
メーカー 
10.8％

建築設計事務所/
デザイン事務所　8.1％

インフラ関係/通信・IT　2.1％

内装工事業者/
表装・畳店/リフォーム業　6.9％

ゼネコン/サブコン/
建設会社　3.9%

ビルオーナー/デベロッパー/
不動産会社　2.6％

その他
10.6％

施主(法人)/
一般消費者/学生 8.9％

官公庁・地方自治体・団体/
病院・学校・公共施設  2.9％

マンショ・ビル管理/
メンテナンス 1.4％
百貨店/量販店/
インテリア専門店/
通信販売/その他小売店 5.0％

商社/卸売業
14.7％

建材メーカー/
住宅設備メーカー/
インテリア関連メーカー/
その他メーカー
22.1％

１８，０７５名 33,372名

８，９７１名１１，２２１名

関連展示会が東京ビッグサイト合計１０ホールにて
同時開催！！ だから、圧倒的な来場者数！

会場構成（予定）

西2ホール

西１ホール

東2・3ホール

東4・5ホール

東1ホール

出展対象 来場対象

関連する展示会と、同時開催することで、より確実に、
より多くの“新しい顧客”を出展企業様におつなぎできます！！

新しい
ビジネスチャンス

新しい
顧客開拓

圧倒的に
幅広い顧客層

EXPO 20
14

EXPO

20
14新しい　 展示会新しい　 展示会新しい　 展示会

これまでのこれまでの清掃業界清掃業界には無かったには無かったこれまでの清掃業界には無かった

念願の

東京ビッ
グサイト

開催！！

業界外のお客様にアピールできる！！
【医療・福祉分野】

【設計・生産・保全分野】

【プロセス産業・材料・環境・エネルギー・水】

研究 5.8%

開発・設計
15.4%

生産技術 5.6%

生産管理 2.1%

製造 5.0%
品質管理・検査 3.5%

保全・工務・
設備管理・施設管理 8.3%

ロジスティクス 0.5%
工事・積算 2.3%

マーケティング 
5.2%

その他
11.4%

営業
21.1%

環境・安全 1.1%
資材・購買・調達 2.2%

情報システム 3.0%
経営企画・経営管理 7.5%

生産 3.6%
生産技術 4.7%
生産管理 1.4%

製品設計・開発 9.3%

環境・安全 6.9%

エネルギー管理 2.1%
研究開発
12.8%

購買 1.7%
情報システム 1.0%

官公庁・団体 4.0%
その他 5.2%

経営企画・管理 9.5%

営業
28.7%

営業企画・販売促進・
宣伝 9.1%

第1回

EXPO2014

日本能率協会が主催する経営者向け、総務・
管理部門向けセミナーの過去参加者に本催
しをご招待します。　

来場登録者実績　約５万名！
物流倉庫の管理者などが多数来場する専門
展示会のデータベースから動員を行います。

来場登録者実績　約５万名！
ホテル・旅館などの経営者が多数来場する専
門展示会のデータベースから動員を行います。

■ＨＣＪ　【宿泊・飲食】 ■国際物流総合展　【物流・ロジスティクス】 ■総務・管理部門向け
　セミナー参加者

約10万名！

西3・4ホール
● 公共施設
　（官公庁、地方自治体、学校など）
● 病院（医療機関）
● 福祉・介護施設
● ホテル・旅館（宿泊施設）
● 店舗・商業施設
　（スーパー、デパートなど）
● 娯楽施設（レジャー施設など）
● 外食（レストラン、カフェなど）
● オーナー（ビル・建物・マンションなど）
● 施設経営者
　（駅、高速道路サービスエリアなど）
● メンテナンスサービス

充実のセミナー設備

新しい
技術

清掃業界の
最新トピック

出展ゾーン

セミナー
出展者も
OK！！

貴社の製品・
技術を求める
多数の来場者へ

強いアピールができる！！

【ビルメンテナンス】
　清掃業務（ビルクリーニング）

　　フロアメンテナンス

　　定期清掃（床洗浄ワックス塗布作業）

　　カーペットクリーニング

　　石材メンテナンス

　　ガラスクリーニング

　　外壁洗浄

　　ブラインド清掃

　　壁面・天井クリーニング

　　トイレ清掃

　各種設備メンテナンス

　　空調クリーニング

　　排水管清掃

　　給排水管更正技術

　　ダクトクリーニング

　　貯水槽清掃

　　厨房クリーニング

　　ソーラーパネルクリーニング

　　デザインテント

　衛生管理

　　消臭技術

　　空間除菌

　　浴室・浴場のメンテナンス

　　レジオネラ対策

　　ATP検査キット

　　嘔吐物処理キット

　　アスベスト対策

【清掃・メンテナンス用製品/システム】
　家庭用クリーニング製品

　ナチュラルクリーニング

　廃液処理システム

　コーティング、防汚等、施工技術

　各種ビル管理システム

　各種フランチャイズ

　業界紙・専門出版社

【住空間のお掃除】
　ハウスクリーニング

　家事代行

　家具・調度品の修復・クリーニング

　エアコンクリーニング

　キッチン・バス・トイレのリフォーム＆クリーニング

　害虫駆除

　鳩対策

　植栽

【都市環境整備】
　グリーンメンテナンス（緑地・公園整備）

　道路清掃

　側溝・下水管清掃

　広域廃棄物処理

　除染技術

総合管理

　　総合ビルメンテナンス

　　ファシリティマネジメント

　　省エネ、ＥＳＣＯ事業

【農業・流通】

【住宅・建設分野】

【インテリア】
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　業界紙・専門出版社

【住空間のお掃除】
　ハウスクリーニング

　家事代行

　家具・調度品の修復・クリーニング

　エアコンクリーニング

　キッチン・バス・トイレのリフォーム＆クリーニング

　害虫駆除

　鳩対策

　植栽

【都市環境整備】
　グリーンメンテナンス（緑地・公園整備）

　道路清掃

　側溝・下水管清掃

　広域廃棄物処理

　除染技術

総合管理

　　総合ビルメンテナンス

　　ファシリティマネジメント

　　省エネ、ＥＳＣＯ事業

【農業・流通】

【住宅・建設分野】

【インテリア】



出展申込書在中

会期までの流れ（予定）

開催概要

出展の
ご案内

2014年7月25日（金）
申込方法 出展申込期限

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％が適用されます。

Click!検 索 http://www.jma.or.jp/clean/

会　      期 ： 2014年11月12日（水）～11月14日（金）の3日間　
10：00～17：00

会         場 ： 東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 東ホール
主         催 ： 一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本掃除能力検定協会
展示予定規模 ： 80社/150小間

来場予定者数 ： 10,000名
入場登録料 ： 1,000円（税込）
　　　　　　　 （ただし、招待状持参者・事前登録者は無料）
同 時 開 催 ： ジャパンホーム＆ビルディングショー2014
　　　　　　　 HOSPEX Japan 2014
　　　　　　　 アグロ・イノベーション 2014
　　　　　　　 ものづくりNEXT↑2014
　　　　　　　 グリーン・イノベーション EXPO2014

〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22
TEL 03（3434）1988　FAX 03（3434）8076　e-mail：clean@jma.or.jp

クリーンＥＸＰＯ 事務局　一般社団法人日本能率協会　産業振興センター内　
〈問い合せ先〉

11月

上旬 各種書類の提出締切（例：水道・ガス配管工事申込、電灯・電力供給申込、装飾施工業者登録など）

搬入日 8：00～18：00

12日（水）

14日（金）

会期

会期最終日 搬出日17：00～22：00（即日撤去）

10日（月）
11日（火）

※指定時間内に、装飾材料の撤去を含む一切の作業を完了してください。

展示会備品の配付（展示会招待状/封筒、出展者バッジ・車両証など）上旬
出展者説明会（小間割図面、出展の手引、各種書類の配付）

9月

29日（金） 出展料金　お支払い期日
出展申込受理後、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座までお振込みください。

下旬 Web情報 掲載原稿　提出期限

10月

同封の出展申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
また、一般社団法人日本能率協会が主催する展示会に初めて出展申し込
みされる場合は、事前に会社経歴書（または会社案内）、出展予定商品の
カタログ（または取扱商品カタログ）を事務局までご提出ください。

※ただし、予定小間数になり次第、締め切らせていただきます。
※出展内容が本展の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので、
　あらかじめご了承ください。

2014年7月25日（金）申込締切

2014年

11月14日（金）11月12日（水）会期

会場

クリーンEXPO 2014

あらゆる「お掃除・清掃ビジネス」が一堂に会する
アジア最大の清掃技術展示会

１０：００～１７：００

東京ビッグサイト（東京国際展示場）

東6ホール

主　　催： 一般社団法人日本掃除能力検定協会

8月
2014年

第1回

EXPO2014

第1回EXPO2014

基礎小間プラン

Web出展者情報掲載料

￥50,000+消費税
区 別

会 員

会員外

開閉器
※床面カーペット無

2700mm

2970mm

2970mm

後壁

側壁

（内寸2930mm）

（1小間例）

※システムパネル仕様、白ビニール仕上げ
※隣接小間がない場合は側壁はありません。

●小間設備の後壁・側壁（システムパネル仕様・白ビニール仕上げ）
●電気工事（1小間につき、100V／300Wまでの一次幹線工事）　●招待状・封筒セット

基本的な設備のみのプランです。自社で装飾等を行っていただく必要があります。

出展小間料に含まれるもの

※会員とは主催・共催団体の正会員・賛助会員をさします。

EXPO 2014

初開催  ！！

き

れ
いにするって、気持

ちい

い！

小間単価

￥330,000+消費税
￥380,000+消費税



※本事業は2014年度事業のため消費税率8％を適用しています。2014年4月1日付けの消費税率
と比較し、変更がある場合には差額調整させていただきます。

出展者セミナーのご案内

EXPO2014
第1回

各種オプションのご案内

セミナー会場イメージ図

スクリーン 演台

シアター形式の席

（70席）

〔仕様（予定）〕
● 形式………シアター形式
● 収容予定人数……70名
● 備品

※その他の必要備品は出展者にてご準備ください。

● 演台
● 液晶プロジェクター・スクリーン
● レーザーポインター
● マイク・スピーカー
● メモ台付イス・受付カウンター

参 加 特 典
「招待状」「ホームページ」にセミナープログラム（社名・テーマ）を掲載。多くの来場
者に本企画をPRします！

ご 注 意
●事務局では、本企画を広くPRしてまいりますが、各セッションの参加者動員に関しま
しては、発表企業様が行っていただきますようお願い致します。

※参加者の名刺管理は出展者にて行ってください。

料金支払期限・方法
セミナー申込書にもとづき、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座にお振り
込みください。
●支払期限 ： 2014年8月29日（金）　 ●支払方法 ： 銀行振込

発 表 時 間
40分／1セッション（質疑応答時間含む）
聴 講 料 金
無料

利 用 料 金

申 込 方 法

お申込みを希望される場合は、出展申込書に必要事項をご記入のうえ
お申込みください。
※後日メールにて事務局より出展者セミナー登録書をお送り致します。

会 期 2014年11月12日（水）～14日（金）

会 場 東京ビッグサイト／クリーンEXPO 展示会場内
発表スケジュール

11／12（水）
A1
A2
A3
A4
A5
A6

11／13（木）
B1
B2
B3
B4
B5
B6

11／14（金）
C1
C2
C3
C4
C5
C6

発表時間
11：00～11：40
12：00～12：40
13：00～13：40
14：00～14：40
15：00～15：40
16：00～16：40
※同一時間帯に複数のお申込みがあった場合は、原則として申込み順とさせていただきます。

108,000円（税込）

2014年7月23日（水）～25日（金）

ホームページバナー広告のご案内

本展ホームページに貴社バナーを設置する事で、貴社ブースへの集客力向上の一助と
していただくサービスです。出展の募集から来場者事前登録など多数のアクセスがあ
る為、広告効果は抜群です。この機会に是非ご活用ください。

＜仕　様：サイズ＞
　125×125ピクセル
　容量 ： 100KBまで
　フラッシュ可

＜料　金＞　108,000円（税込）／1枠

＜掲載場所＞
　・ クリーンEXPO展示会トップページ（和文・英文）
　・ Webガイド（和文・英文）
　・ 来場事前登録サイト（和文・英文）
　 ※5枠のランダム表示となります。

＜掲載期間＞
　2014年9月下旬～2014年11月末日（予定）

＜お申込み規定＞
①お申込みはクリーンEXPO 2014出展者に限らせていただきます。
②受付数は限定10枠とし、規定数に達した時点で締切とします。（1出展者当たりのお申込みは上限1枠）
③原稿データから作成をご希望の場合は、作成料金を別途申し受けます。

掲載位置
（展示会 top）

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％を適用し
ています。2014年4月1日付けの消費税率と比較し、
変更がある場合には差額調整させていただきます。

2014年10月31日（金）申込期限

2014年7月25日（金）申込期限

EXPO2014

限定10枠

200×285



『クリーンEXPO 2014会場図』にロゴマーク・出展製品等の広告を入れ、貴社
ブースの集客力向上の一助としていただくサービスです。この機会に是非ご利
用ください。

※上記は前回の会場案内図をもとにしたイメージです。
　実際と異なる場合がございますので、ご了承ください。別紙の申込書にてお申込みください。お申込み方法

＜仕　様＞
　色数 ： 4色　　広告スペース ： W65mm×Ｈ20mm
＜料　金＞
　¥108,000（税込）／１枠

＜お申込規定＞
①お申込みはクリーンEXPO 2014の出展者に限らせていただきます。
②受付数は限定10枠とし、規定数に達した時点で締切とします。また、1出展者当たりのお申込み枠は2枠を
上限とします。
③原稿からの作成をご希望の場合は、別途原稿作成料金を申し受けます。広告原稿データ、または版下の規
格につきましてはお申込み後、事務局よりご連絡申しあげます。
④広告原稿内には「ブース番号」を入れるスペースを確保願います。　
⑤掲載場所は事務局にて決定いたします。

■会場案内図　突出し広告　概要

65
（作成例）［単位：mm］

20

一般社団法人日本能率協会
ブース番号 ： 0S-000

日本能率協会

一般社団法人日本能率協会
ブース番号 ： 0S-000

日本能率協会

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％を適用しています。
2014年4月1日付けの消費税率と比較し、変更がある場合には差額調
整させていただきます。

会期中、会場にて「会場案内図」を配布します。多くの来場者の目に留まる、高い広告効果が期待できます。

会場案内図広告のご案内

専用商談室のご案内

＜利用規定＞ 
①原則として1社1室までの利用とします。
②商談室は出展者の責任において管理いただきます。所定の期限までに現状回
復してご返却ください。万一、施設・備品等の破損・紛失があった場合は、出展
者の負担にて原状回復していただきます。
③盗難事故について、事務局は一切の責任を負いません。
④休憩所・喫煙所・展示スペース等としての利用はできません。

 
⑤一部諸室に付帯している机・椅子等の備品は室外にて利用することはできま
せん。

⑥又貸しはできません。
⑦申込受付は先着順とします。
⑧部屋の割り振りは、事務局に一任とさせていただきます。

＜広　　さ＞ 約68m2 
 ＜利用料金＞ ￥108,000（税込）／1日

＜仕　　様＞　
　東展示棟2F商談室 
＜利用期間＞ 
　2014年11月12日（水）～14日（金） 9：00 ～17：00

会期中、来場者との商談スペースとして下記のとおり専用商談室（有料・
申込社数限定）を貸出します。

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％を適用しています。2014年4月1日
付けの消費税率と比較し、変更がある場合には差額調整させていただきます。

10社限定

＜利用期間＞ 
　2014年11月11日（火）9：00 ～14日（金）17：00（予定）

＜利用規定＞ 
①ストックルームは出展者の責任において管理いただきます。
②盗難事故等について、事務局は一切責任を負いません。
③休憩所・喫煙所・展示スペース、商談スペースなど、ストック以外の目的での利用はできません。
④ストックルームの設置場所は事務局一任とさせていただきます。
⑤スチール棚等の備品については、出展者負担となります。
⑥ストックルームの場所、鍵の手渡し等、詳細については、会期直前に出展担当者宛にご連絡申しあげます。
⑦ストックルームの形状変更はいたしかねます。

＜仕様（予定）＞　
　1ストックの寸法：2㎡
　システムブース仕様、ドア・鍵付き

＜利用料金＞ 
　￥86,400（税込）／1ストック

会期中、会場内に「ストックヤード」（有料）を設置いたします。製品パンフレットや展示物の
梱包材などを仮置きするスペースとして是非ご利用ください。

※本事業は2014年度事業のため消費税率8％を適用しています。2014年4月1日付けの
消費税率と比較し、変更がある場合には差額調整させていただきます。

ストックヤードのご案内

社 名

〈イメージ〉

〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22
TEL 03（3434）1988　FAX 03（3434）8076　e-mail：clean@jma.or.jp

クリーンＥＸＰＯ 事務局　一般社団法人日本能率協会　産業振興センター内　
〈問い合せ先〉

200×285


