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【日本産業洗浄協議会(JICC)とは】 

産業洗浄は日本が国際的にリードするものづくり分野で、品質のみならず製品

性能をも決定づける重要工程です。 

一方、この分野では、オゾン層保護、地球温暖化防止、VOC 排出抑制などの

環境問題も併せて重要です。 

JICC は洗浄剤、洗浄装置、洗浄周辺機器、シンクタンクなどの異業種企業の

集合体というユニークかつ斬新な組織体で、地球規模での環境保護、洗浄技

術の普及・啓発、新洗浄技術の開発支援などに積極果敢な活動を行っていま

す。 

 

【沿革】 

1994 年 経済産業省のご指導の下、産業洗浄分野でのオゾン   

層保護活動のために設立。 

「洗浄総合展」の共同開催を開始。 

1995 年 米国環境保護局より「成層圏オゾン層保護賞・団体  

賞」を受賞。 

「洗浄技術フォーラム」を創設。 

1997 年 「洗浄技術セミナー」を創設。 

2006 年 「洗浄大学」を創設。 

2008 年 産業洗浄技術誌「産業洗浄」を創刊（2 回/年の定期  

発行）。 

2013 年 環境省「平成 24 年度環境対策に係る模範的取り組み 

表彰」【環境大臣賞】を受賞 

2016 年 経済産業省後援「洗浄技術検定制度」を創設。 

 

【日本産業洗浄協議会の組織】  

下図のような組織で、委員会を通じて諸活動を展開しています。 
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【各種委員会】

事業推進委員会：展示会等諸事業を推進

洗浄技術委員会：洗浄相談、セミナー活動等、洗浄技術の普及・向上活動

洗浄技術検定委員会：洗浄を系統的に学び仕事に生かすための資格試験

労働安全・環境委員会：安全・環境に関する法規制対応など

委員長会議

運営委員会

特別委員会



【日本産業洗浄協議会の会員】 

2021 年 10 月 1 日の会員構成は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　JICC 会員一覧

2021.10.01

アクア化学㈱ ジャパン・フィールド㈱ ㈱パーカーコーポレーション
㈱アクアテック ㈲ショウナンエンジニアリング ファインマシーンカタオカ㈱
アクトファイブ㈱ 伸栄化学産業㈱ みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱
荒川化学工業㈱ ダイキン工業㈱ ㈱モリカワ
アルベマール日本㈱ デンヨー㈱ 森合精機㈱
出光興産㈱ 東製㈱ ㈱ＵＳメック
ＡＧＣ㈱ 東ソー㈱ レイボルド㈱
㈱エスエヌディ ㈱トクヤマ ㈱ワザワ
SPC Japan㈱ ㈱トクヤマＭEＴＥＬ
㈱ENEOSサンエナジー 日伸精機㈱
㈱カネコ化学 日本車輛洗滌機㈱
㈱クリンビー 日本ソルベイ㈱
ジャスト㈱　 ㈱ネオス

アジア化工機㈱ 昭和電機㈱ 日本エマソン㈱ ﾌﾞﾗﾝｿﾝ事業本部
ウィルヴィー㈱ 新オオツカ㈱ ㈱日本触媒
㈱ＭＣエバテック 新和産業㈱ 日本乳化剤㈱
大川興産㈱ スーパー工業㈱ 日本ヒーター㈱
㈱扇谷 スリーエム ジャパン㈱ ㈱ババエンジニアサービス
花王㈱ ソーダニッカ㈱ PVJapan㈱
㈱北村製作所 ㈱ソルベックス ㈱プリス
㈱キョウデンプレシジョン 第一工業製薬㈱ ㈲本間産業 
㈱ 極東商会 タイセイクリンケミカル㈱ ユシロ化学工業㈱
㈱クラレ ディップソール㈱ 横浜油脂工業㈱
コーベックス㈱ 東成エレクトロビーム㈱ ㈱リサイクル
サクラ精機㈱ ㈱中野工業所 ㈱ワールド機工
三協化学㈱ ㈱中農製作所
ＪＦＥ商事エレクトロニクス㈱ 日理工業㈱
J.P.C㈱ 日進化成㈱

（一財）日本冷媒・環境保全機構 クロロカーボン衛生協会 HANA FMK CO., Ltd
(一社)日本産業機械工業会 未来超音波技術
ブロモカーボン協議会 深圳市科偉達超音波設備有限公司

白井 孝明 ㈱アイセロ 二井 逸樹 新和化成㈱ 田中 智浩 日本プラズマトリート㈱

金子 宝麒 旭化成㈱ 佐々木 昭一 ㈱鈴木商館 黒河 志光 光機熱工業㈱

岡　晃史 ㈱あすみ技研 澤入 大道 ゼストロンジャパン㈱ 五味 正彦 ㈱平出精密　

松澤 竜輔 ㈱Eプラン 西口 祥雄 セントラル硝子㈱ 柳川 敬太 (同)HOKUSHIコンサルティング

長谷川　豊 インフィニティ㈱ 内田 光則 大伸化学㈱ 服部　勉 マサキ産業㈱

竹内 虎之 NSファーファ・ジャパン㈱ 尾崎 幸樹 大同メタル工業㈱ 久野 貴司 三井･ｹﾏｰｽﾞ ﾌﾛﾛﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱

宮澤 浩泉 ㈱エムテック 谷口 和美 谷口ヒーターズ㈱ 渡辺 純哉 ㈱三菱ケミカルリサーチ

筒井 和夫 オーブ・テック㈱ 塚田　功 ㈱ツカダファイネス 石田 雄一 ㈱武蔵テクノケミカル

大庭　剛 ㈱カーギルジャパン 渋井 和貴 東部ケミカル㈱ 千代谷 隆史 油化産業㈱

松菱 則嗣 開発化学工業㈱ 水砂　明 東レ・ファインケミカル㈱ 菊池 達夫 ユニラムジャパン㈱

堀 　薫夫 化研テック㈱ 三堀 良昭 常盤化学工業㈱ 川瀬 泰人 リファインホールディングス㈱

蛭川　望 川研ファインケミカル㈱ 富田 貴生 豊田化学工業㈱

福岡 重範 共栄社化学㈱ 武井 瑞樹 ナガセケムテックス㈱

杉山 竜一 近藤産業㈱ 米山 洋輔 長瀬産業㈱

松岡　修 三恵㈱ 古里 宏司 ㈱ニイタカ

三宅 紀代美 三彩化工㈱ 岡田 伸二 ㈱ニコン

橋爪 淑浩 サンライト㈱ 相徳 憲一 日本アレックス㈱

   伊藤　智 大崎 健一 小柳津 和音

田中 育美 藤原 錠治 柳川 敬太

雪島 良太

洗浄機・周辺機器 洗浄剤 商流・シンクタンク他

1級合格者 106名

2級合格者 196名

正会員(k)　３４社

賛助会員(s)　４２社

特別会員(t)　１団体 団体会員(d)　３団体 海外情報会員(fj)　３社

情報会員(J)　４５名

個人会員(uk)　 洗浄マイスター会員(mk） 7名 　検定資格会員（cek)
２０名 ３０２名



【日本産業洗浄協議会の会員種類と特典】 

会員には正会員、賛助会員、情報会員等があり、会費及び特典（「産業洗浄」誌の無料頒布や各事業への参加料割

引など）は下表のとおりです。 

 

 

【主な活動】 

主な活動内容を紹介します。 

 

●技術講習会 

◆洗浄大学 

毎年、フレッシュマン向けの「基礎講座」と注目テーマを掘り

下げた「中級講座」の 2 コースで開催しています。 

◆洗浄技術フォーラム 

会員企業による最新の技術発表と注目技術分野での招待

講演を実施しています。 

◆洗浄技術セミナー 

実機の洗浄装置・評価装置を前に、洗浄技術を具体的に学

びます。 

◆洗浄ビジネスセミナー 

洗浄技術や環境規制等の最新情報を中心とした「特別講

演」、「JICC の活動紹介」や「優秀新製品賞の紹介と名刺交

換」などを通じて、商社、販売店の皆様の業務に役立つ内容をいち早く伝えます。 

 

正会員 賛助会員 個人情報会員 特別会員 団体会員

入会金 １０万円 な　し な　し 必要 な　し

年会費 ２０万円 １０万円 ３万円 必要 必要

必要 必要 必要 必要 必要

○ × × × ×

○ × × × ×

○注１） ○注１） × ○注１） ○注１）

○ ○
○

（1名：代理可）
○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × × ×

○ ○ × × ×

引合い案件 ○ × × × ×

通常案件 ○ ○ ○ × ×

２0部 10部 ２部 １部 １部

会員紹介欄への掲載 ○ ○ ○ ○ ○

会員ページへのアクセス ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○注2） ○注2） ○注2） × ×

○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○

注１）運営委員会の決定により各種役員、委員への就任を依頼することがある。

注2）正会員３名、賛助会員３名、情報会員本人１名まで送付。

役員・理事への就任

洗浄相談

情
報
提
供

  「産業洗浄」誌の無料配布  

産洗協ホームペー
ジへの掲載

JICC発行書籍・技術資料集などの割引提供

産洗協事務局通信（随時メールで提供）

市場規模調査統計詳細データの提供

産洗協図書室の資料の利用

名　　　　　称

会費等

入会時の理事会承認

活
動
へ
の
参
画

総会議決権

各種委員会委員への就任

有料行事への割引参加（フォーラム、洗浄大学、税制審査など）

洗浄総合展の出展料割引

優秀新製品賞の応募資格

JICC各委員会・部会活動報告の提供

洗浄技術セミナー 



●洗浄技術検定 

洗浄を系統的に学び仕事に生かすための資格で、3 クラスがあります。 

洗浄マイスター ：1 級合格者対象 

1 級   ：後継の指導・育成者 

2 級   ：現場オペレーター ～ 管理者 

 

●出版 

専門機関紙「産業洗浄」ほか、洗浄関連書籍の発行を行っています。 

 

●洗浄総合展 

日刊工業新聞社、日本洗浄技能開発協会と協同で、毎年、産業洗浄展を開催しています。 

ブースでは、当協議会の諸活動を紹介するとともに、期間中、洗浄装置・洗浄剤の専門家が洗浄に関する相談に

無料で応じています。 

 

●官公庁との連携 

都道府県からの要請に応じて労働安全、適正使用、環境問題（オゾン層保護、地球温暖化防止、VOC 排出抑制、

PRTR 法など）に関する政策具申と講演会などの講師派遣をしています。 

 

●税制制度適用の性能審査 

中小企業経営強化税制、投資促進税制に関して、洗浄機器の性能審査とその証明書発行を行っています。 

 

●産業用洗浄機の市場規模調査 

国内洗浄機メーカー約 110 社を対象に、毎年産業洗浄用洗浄機の市場規模調査を行って、会員のための報告書

にまとめています。 

 

●洗浄相談 

洗浄技術委員会で洗浄に関する相談を常時受け付けています。必要に応じて、対応可能な会員企業を募集して紹

介しています。会 

 

【ホームページ】 

「ホーム」、「産洗恊概要」、「会員紹介」、「洗浄技術情報」、「イベント案内」、「お問い合わせ」より構成され、産洗恊に

関する情報をわかりやすく提供しています。各種事業への参加申し込みなどの手続きにもご活用いただけます。 

会員用ホームページ（ユーザー名、パスワードを忘れた場合はメールでお問い合わせください）からは、会員のみの

限定情報（「行事予定」、「事業活動報告（議事録等）」、「市場規模調査結果」、「ご案内」など）にアクセスできます。 

「産洗恊」で検索下さい。 

URL：htpp://www.jicc.org 

 日本産業洗浄協議会〔産洗恊〕 

〒105-0011 東京都港区芝公園 1 丁目 3 番 5 号 

バルコ御成門 6 階 

TEL：03-5777-0791 FAX：03-5777-0675 

e-mail：sskjicc@jicc.org 

 

 

JICC の出版物 
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