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１０：００-１６：００
25日

木

１０：００-１７：００
８月24日

水・会期

ＯＭＭビル２Ｆ Ａ・Ｂ・Ｃホール会場

株式会社 阪和

℡０７２-２７５-０５８１
主催 阪和

西日本最大級‼清掃のあらゆるプロが一同集結
問題解決できる用品展はここだけ‼

ご招待状

展示会開催中は大変混雑が予想されま
す。公共交通機関をご利用ください。

※駐車サービス券の発行は行っておりません。
※展示会場当日の駐車場は大変混雑致しま
す。駐車場に入るまでにかなりお待たせいた
しますので、周辺駐車場をご利用いただくこ
とをおすすめ致します。

大阪市中央区大手前 1-7-31
ＯＭＭビル ２Ｆ Ａ・Ｂ・Ｃホール

会場アクセス来場事前登録
受付の混雑を避けるため、できる限り『来場事前登録』にご協力
お願い致します。来場事前登録いただいた方には、来場記念品
『再生ペットエコバッグ』をプレゼント致します。

※ 「入場証」はカラーでプリントアウトしてください。
※ 「入場証」をお忘れの場合は、一般入場での受付となりますの
でお忘れにならないようお願い致します。

事前登録ページに
ログイン

「入場証」を
プリントアウト

会場に「入場証」を
お持ちください

※スマートフォンでのご登録はできません。
https://f-vr.jp/hanwa/jizen/事前登録URL
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入札オークション
あなたが探しているマシンが

あるかも？！

マシン

※ＱＵＯカードはつきません。

３０万以上 ➡ １万円
５０万以上 ➡２万円
７０万以上 ➡ ３万円

１００缶以上➡２万円
ケミカル

進呈
大口購入でＪＴＢ旅行券 ケミカル１０缶（箱）購入で

1缶（箱）サービス

＋更にＱＵＯカード
１,０００円分進呈



感染症対策について

① 会場の施設共用部、展示ブース内の除菌洗浄を行います。
② 入場時における入場制限（分散入場などを含む）を行う場合があります。
③ 会場への全入場者（出展者・来場者・運営スタッフなど）へ手指消毒と検温、
マスク着用を義務化しております。

④ マスクを持参していない場合は運営スタッフにお申し付けください。マスク
を配布致します。

⑤ 入場者受付者は使い捨てプラスチック手袋を着用して受付対応致します。
⑥ 入場受付者と来場者の間に飛沫防止パネルを設置します。
⑦ 会場各所にアルコール消毒剤の設置を致します。
⑧ 次亜塩素酸水を１時間に１度会場全体に噴霧の徹底を致します。
⑨会場内に休憩スペースはございません。

開催にあたり、以下の通り感染症対策を実施します。

① マスクを正しく着用していない場合
② 消毒液による手指消毒をしない場合
③ 会場入口での検温にご協力いただけない場合
④ 会場入口での検温で３７.５度以上の発熱がある場合
⑤ 事前登録または会場受付にて個人情報を含む登録を拒否される場合
⑥ 咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状がある場合
⑦ 新型コロナウイルスに感染し、感染症隠棲結果が出てから２週間以上経っていない場合
⑧ 過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航歴
並びに当該当在住者との濃厚接触がある場合

⑨ 過去２週間以内に外国から日本へ入国した場合
⑩ その他体調がすぐれない場合（味覚・嗅覚異常・疲労感や倦怠感を強く感じるなど）

以下の条件に該当する方は入場をお断り致します。

Q&AQ&A
阪和マシンサービス部阪和マシンサービス部
両日開催両日開催

あなたのお悩みにお答え致します‼
主要４機種の取り扱いについてご紹介！（約１０分程度）

１１：００~
第 �回

１３：００~
第２回

１５：００~
第３回

※立ち見はございません。来場者先着６０名様セミナープログラムセミナープログラム 会場：Ｄホール申し込
み

不要

矢部 乾 様

▼ １４：３０～１５：１５／アムテック

洗剤の基礎＆トイレメンテナンス

洗剤の基本的考え方（洗剤の役割、ｐH 等）と清掃で重要な箇所の � 
つであるトイレの清掃方法のセミナーとなります。業界に入って
間もない方、新しいスタッフに教えるために復習したい方など、是
非ご参加ください。

▼ １３：００～１４：００／ＴＯＳＨＯ

清掃業界におけるＳＤＧｓとは
～私たちにできるサステナブルな取組み～

SDGs の基礎知識から企業、個人が SDGs に取組む意味を踏まえ清
掃業界に今求められる活動とその意義、実際の取組み例を紹介し
ます。更に我々メーカーが「つくる責任」の立場からの活動を具体
的な商品と共にお話します。

大熊 秋鹿 様

▼ １１：００～１２：００／横浜油脂工業

壁掛け型エアコンクリーニングセミナー

「衛生環境」・「節電」が重視される世の中になってまいりました。そ
れに伴いエアコン洗浄も細部まで汚れを取ってほしいと要望され
るオーナー様が増えています。そこで本講習では上級者様向けと
してドレンパンを取り外すクリーニング方法を実演いたします。

鹿島 新 様

▼ １５：３０～１６：１５／レッツクリエイト

床洗浄の革命児「ヴェルテックスブラシＭＩＸ」

２種類の粒度と２種類の線径を組み合わせた革新的なポリッ
シャーブラシ登場！洗浄ブラシの選定基準から洗浄方法の見極め
方など知れば知るほどハマっていくマニアックな床洗浄の世界を
ご案内！

清村 昭二 様

▼ １４：３０～１５：００／アマノ

最新・国産ロボット清掃機のご紹介

メンテナンス業界におけるロボット化への取組は “初期採用” か
ら” 運用活用” へ進化しつつあります。実際のロボット活用事例と、
国産ロボットメーカーであるアマノの強みを活かした新商品開発
情報をご紹介します。

市倉 博 様

▼ １３：００～１４：００／サラヤエスビーエス（株）

ＳＤＧｓとサラヤの取組について

２０３０年を年限とする１７の国際目標（＝SDGｓ）についての基本
的な内容の説明と、第� 回ジャパンSDGｓアワード副本部長賞を受
賞したサラヤの実際に取り組んでいる活動についてのご説明をさ
せて頂きます。

木本 周太朗 様

▼ １１：００～１２：００／シーバイエス

長期持続する抗菌・抗ウィルスコーティングと
しっかり落ちるカビ除去サービス
ウイルス、細菌、カビなど皆さんを困らせる小さな外敵に長期持続
するシーバイエスの新しいコーティングサービス「シックスガー
ド」、しっかりカビを除去する「カビ除去サービス」をご紹介させて
いただきます。 西牧 明彦 様

８/２５８/２４

ＳＤＧｓ商品の特別販売会開催

ＳＤＧｓ関連製品のご紹介

出展社が取り組むＳＤＧｓは出展ブース内でご紹介！

阪和が取り組むSDGs

詳しくはこちら


