
　トコジラミ防除の現状と対策／元木貢
　トコジラミの発生する現場からの知見／木村悟朗
BM 事業者からの報告
　トコジラミ−蘇った吸血鬼／長谷川大祐
薬剤メーカーからの報告
　衛生害虫 特にトコジラミへの対応／森岡健志
海外雑誌から
　トコジラミ流行のきざし

営業に生かしたいビルメンビジネスメニュー④� ８月号
ビル用マルチエアコン省エネチューニング／ダイキン工業㈱

「E・COOL」（直管蛍光灯型 CCFL 照明）／㈱オプトロム
セラミック建材「ガイナ」／㈱日進東日本・栄新テクノ㈱
水処理不要剥離廃液処理剤“アット・ユーマ”／ HALVO ㈱

■環境管理■
エコスクールへの本当のエコ提案／エコスマイル研究会 １月号
第 38 回建築物環境衛生管理全国大会開催／編集部 ３月号
ウルトラベープ PRO ／フマキラー㈱ ６月号
トコジラミの生態や習性を中心に／武藤敦彦 ７月号
トコジラミ防除の現状と対策／元木貢 ７月号
トコジラミの発生する現場からの知見／木村悟朗 ７月号
トコジラミ−蘇った吸血鬼／長谷川大祐 ７月号
衛生害虫・特にトコジラミへの対応／森岡健志 ７月号
海外雑誌から：トコジラミ流行のきざし ７月号
日本環境管理学会 23 年度通常総会＆第 24 回研究発表会 ８月号
光酸化防汚技術／サスティナブル・テクノロジー㈱ ９月号
特定建築物の空気環境の実態について／鍵直樹 10 月号
スカイナビより一品
　ペーパーレス・オフィス １月号
　学校での喘息対策 11 月号
■病院管理■
BM 業からみた病院内針刺し事故の防止対策／能登寿欣 ５月号
医療機関以外における在宅医療廃棄物の廃棄実態調査結果報告

／全国 BM 協会 建築物環境衛生管理委員会　９月号
スカイナビより一品
　見直しを迫られる病院清掃 ９月号
　MRSA 感染を減らす ９月号
■清　掃■
BM が知っておきたい廃液処理に関する法律／庭田茂 ２月号
廃液処理システム「マジカル Z」／アイビーグリーン㈱ ２月号
ハクリ汚水処理剤「ECO-900」／㈱リンレイ ２月号
廃液処理システム「固めてポイ」／ユーホーケミカル㈱ ２月号
床ワックス剥離廃液の適正処理の実践／パシフィコ横浜 ２月号

剥離廃液処理の現状と展望� ２月号
ビルメンが知っておきたい廃液処理に関する法律／庭田茂
剥離廃液処理方法の案内
　剥離廃液処理システム「マジカル Z」／アイビーグリーン㈱
　ハクリ汚水処理剤「ECO-900」／㈱リンレイ
　廃液処理システム「固めてポイ」／ユーホーケミカル㈱
施設サイドから
　床ワックス剥離廃液の適正処理の実践／パシフィコ横浜
ビルメン現場からの報告
　㈱アルファスペース
　㈱東北ビルカンリ・システムズ
廃液処理のもう一つの考え方／日本感材銀工業組合
マジカル Z のふるさとクマケン工業
500 号記念特集・ビルメンテナンスの未来� ４月号

ビルメンテナンスの変遷と展望／林隆次
分業　情報　コミュニケーション／鈴木英介
ビルメンテナンスの未来／福田久美子

「チーズはどこへ消えた？」と思うなかれ／矢野智之
今こそ変わるべき時／川妻利絵
公益海を渡るクリーンクルー／金子誠
３つの時代の要求に応える新基軸を／斯波幹和
後は簡単です　行動あるのみ／中澤清一
私たちの未来は…／田中正彦
Win-Win が簡単に実現できない時代に向けて／吉田治伸
時代に適応するパラダイムの転換を／伊東廸之
ビルメン型 ESCO 事業／西田光博
ソリューション思考／橋本有史
評価社会におけるビルメンテナンス／杉田洋
3.11　東日本大震災（超巨大地震・大津波）� ５月号

鼎談「被災後の経営管理」／石原勉・古橋秀夫・寺田泰生
自然の猛威と危機管理の課題／矢作征三
被災企業への行政の対応策／全国協会震災対策本部収集
ダイ・ハード・ヨーコの地震顛末記／柴田瓔子
営業に生かしたいビルメンビジネスメニュー③� ６月号

テレワークの普及による会社の対応／原昌男・宮武克己
ウルトラベープ PRO ／フマキラー㈱
地デジ化対策にデジアナ変換器／エポックサイエンス㈱
美しいタイルをいつまでも美しく／㈱ LIXIL
出没する衛生害虫（トコジラミ）への対応� ７月号

再興したトコジラミ
　その生態や習性を中心に／武藤敦彦
PCO 事業者からの報告

特　　　集

項 目 分 類



ビル用マルチエアコンを省エネチューニング
／ダイキン工業㈱　８月号

直管蛍光灯型 CCFL 照明「E・COOL」／㈱オプトロム ８月号
セラミック建材「ガイナ」／㈱日進東日本・栄新テクノ㈱ ８月号
節電対策から「節電・節水対策」へ／原昌男 ９月号
空調アルミフィンクリーニングによる省エネ提案
 ／日本エヌ・シー・エイチ㈱　10 月号
省エネルギー法と ISO50001 ／石原明 11 月号
ISO50001 規格概要と認証取得のポイント／山田富美夫 12 月号
第 41 回実態調査報告の概要①〜③／長谷川優一郎
　急激に悪化した経営環境 １月号
　章立ての刷新と社会的弱者雇用 ２月号
　入札制度改革の評価と新たな論点 ３月号
本誌タイアップ「見える化」製品導入提案セミナーより
　省エネ総合サービス「ECO-SAS」／パナソニック電工㈱ ３月号
　Green 対応施設管理システム／旭エレクトロニクス㈱ ３月号
　空調省エネシステム「ESSOR」／㈱エスコム ３月号
ビルメンヒューマンフェア '11 in 新潟／編集部
　主要行事の日程も決定 ７月号
　総合資機材展の出展企業決定 ８月号
　ビルク競技会出場の 18 名の精鋭が決定 ９月号
　いよいよ今月開催・プログラム詳細決定 10 月号
　２日間で１万 4,800 人が来場、成功裡に閉幕 12 月号
電力問題とビルメンテナンス
　今夏の「電気使用の制限措置」への対応／緑川正道 ７月号
　省エネ対策手法を活用した緊急節電対策／布施征男 ７月号
　特定建築物の節電対応で局長通知 ７月号
スカイナビより一品
　インテリアデザインと FM １月号
　ケーブルのインフラ管理 ３月号
　万全な点検のための手順  ８月号
　電力購入契約を活用する ８月号
　ソーラー発電の人気再来 10 月号
　ロビーにもう少しの気遣いを 11 月号
■警備・防災■
鼎談「被災後の経営管理」／石原勉・古橋秀夫・寺田泰生 ５月号
自然の猛威と危機管理の課題／矢作征三 ５月号
被災企業への行政の対応策／全国協会震災対策本部 ５月号
ダイ・ハード・ヨーコの地震顛末記／柴田瓔子 ５月号
震災対策本部を設置、ネットで情報配信／編集部 ６月号
震災復興支援「被災学校に清掃用具を！」／編集部 ８月号
被災地支援キャンペーン第二弾 12 月号
シリーズ・ビルメン人の鞄の中へ
　ゆうぺーる／大和システム㈱ １月号
　ほっ！トイレ／㈱エクセルシア １月号

ビルメン現場からの剥離廃液処理報告／㈱アルファスペース・㈱東
北ビルカンリ・システムズ ２月号
廃液処理のもう一つの考え方／日本感材銀工業組合 ２月号
マジカル Z のふるさとクマケン工業 ２月号
先進的な「自律移動型多目的ロボット」／フィグラ㈱ ３月号
床ワックス剥離廃液の適正処理方法／髙野健 ５月号
美しいタイルをいつまでも美しく／㈱ LIXIL ６月号
水処理不要剥離廃液処理剤アット・ユーマ／ HALVO ㈱ ８月号
吐瀉物処理封じ込めシート／㈱予防医学推進センター 10 月号
ゴミの計量で排出量の削減を実現／小林秀也 10 月号
診断士制度と JADCA スタンダード／ JADCA 12 月号
石材お悩みレスキュー隊⑬〜⑱／杉本治郎
　「白河石」の落書き除去 ２月号
　「洗面所の大理石」のヤケ修復 ４月号
　「御影石」の滑り止め加工 ６月号
　「敷石」の継ぎ目の補修 ８月号
　「大理石」の埋め込み補修 10 月号
　「御影石」の防滑加工 12 月号
スカイナビより一品
　社会的弱者のための清掃 ６月号
　水を使わない便器 ８月号
　適材適所の清掃用具 10 月号
■経　営■

「電波クリーニング」／㈱七海フロントライン １月号
ビルメン・キッズデー開催／編集部 １月号
ビルメンテナンスの変遷と展望／林隆次 ４月号
分業 情報 コミュニケーション／鈴木英介 ４月号
ビルメンテナンスの未来／福田久美子 ４月号

「チーズはどこへ消えた？」と思うなかれ／矢野智之 ４月号
今こそ変わるべき時／川妻利絵 ４月号
公益海を渡るクリーンクルー／金子誠 ４月号
３つの時代の要求に応える新基軸を／斯波幹和 ４月号
後は簡単です　行動あるのみ／中澤清一 ４月号
私たちの未来は…／田中正彦 ４月号
Win-Win が簡単に実現できない時代に向けて／吉田治伸 ４月号
時代に適応するパラダイムの転換を／伊東廸之 ４月号
ビルメン型 ESCO 事業／西田光博 ４月号
ソリューション思考／橋本有史 ４月号
評価社会におけるビルメンテナンス／杉田洋 ４月号
第 18 回世界ビルメンテナンス大会／編集部 ５月号
情報の一元管理「B.M.Manager」／㈱大塚商会 ５月号
テレワーク普及による会社の対応／原昌男・宮武克己 ６月号
地デジ化対策にデジアナ変換器／エポックサイエンス㈱ ６月号
某キャンパスにおける施設・設備管理システム開発について
 ／安　秀徳　６月号



　ンギェヴィチ／順平／酒井佐忠／三輪太郎／矢作征三／及川
　　 昭文／高見澤孟／瀬木貴一
金融ジャーナリストの PC ノートブック�〜�／柴田瓔子
　存続をかけて生き残りをはかる英国王室（上） １月号
　存続をかけて生き残りをはかる英国王室（下） ２月号
　階級格差は食べ物で決まる ３月号
　スマートフォン ４月号
　考えられなくなった ６月号
　外国特派員はいかに東北大地震、大津波を報道したか ７月号
　風評被害 ８月号
　BWM ９月号
　日本女性の自立 10 月号
　インド代理母出産に頼る米国ゲイカップル 11 月号
　ヨーロッパのイスラム化 12 月号
ビルと俳句①〜⑤／酒井佐忠
　超高層ビルの展望 ８月号
　真冬のビルの「音」 ９月号
　ビルの窓の灯りが 10 月号
　昭和のデパートで 11 月号
　悲しみを越えて 12 月号
月刊「ビルメンテナンス」誌 500 号記念懸賞作品
　入選作決定 10 月号
　〈大賞〉
　印象を築く仕事、ビルメンテナンス／岡部達美 10 月号
　〈優秀賞〉
　落札スラプスティック／大川美絵子 10 月号
　〈佳作〉
　偽りのエアーメール／清山良一 11 月号
　ふたば物語〜心温まる４つのストーリー〜／山脇雅之 11 月号
　たこ焼き／大西賢 11 月号
　新人警備員の困惑／加藤開人 11 月号
　改めて 21 世紀を認識。その上で。／河島健介 11 月号
　清掃の社会的評価を根本から向上させるには／瀬川豊 12 月号
　ビル設備管理技能士制度の現状と活用及び普及に関する考察
 ／松岡浩史　12 月号
　〈選評〉
　ビルメンテナンスという職業に感動あり／興膳慶三 10 月号
Why ？ Wow ！ 数や形との不思議な出会い旅 １〜 12 月号

NEWS

■環境衛生■
建築物環境衛生セミナー：JADCA 12 月号
■経　営■

■労働安全■
22 年度労働安全衛生標語〈第 27 回〉入選作決定 ２月号
23 年度労働安全衛生標語〈第 28 回〉募集案内 ７・８月号
■教育・訓練■
23 年度ビル設備管理技能検定受検案内 ３月号

「ビル省エネ診断技術者」認定資格制度受講案内 ３月号
第二種電気工事士〈筆記〉必勝講座受講案内 ４月号
電験三種受験対策講座受講案内 ４月号
22 年度ビルクリーニング技能検定合格発表 ５月号
23 年度ビル設備管理技能検定合格発表 12 月号
建築物管理訓練センター通信
　「労働安全衛生講習」福岡開催のご案内 １月号
　23 年度ビル設備管理科訓練２級技能士コース １月号
　第一種衛生管理者受験対策講習 ３月号
　安全衛生推進者養成講習 ３月号
　23 年度１級・２級ビル設備管理技能士受検準備講習 ４月号
　カーペットメンテナンス新時代セミナー ４月号
　23 年度労働安全衛生講習 ５・６月号
　23 年度ビルクリーニング科通信訓練 ７月号
　23 年度ビル設備管理科訓練（１級技能士コース） ８月号
　23 年度ビルクリーニング技能検定受検準備講習 ８月号
　９・10 月の労働安全衛生に関する講習会 ９月号
　10・11 月の労働安全衛生に関する講習会 10 月号
　11 月・24 年２月の労働安全衛生に関する講習会 11 月号
　23 年度エレベーター閉じ込め救出作業者基礎研修 12 月号
新・BM マンパワー・アップ講座○111 〜○114 ／大畑雅俊
　小集団活動と相互啓発（その２） １月号
　小集団活動と相互啓発（その３） ２月号
　小集団活動と相互啓発（その４） ３月号
　ビルメンの人財と育成（その１） ４月号
■その他■
全国 BM 協会は次年度より「公益社団法人」に ３月号
22 年度ビルメン研究発表賞・事例発表賞募集案内 ３・４月号
本誌 500 号記念懸賞作品の募集 ４〜７月号
全国 BM 協会が６月１日より「公益社団法人」に ６月号
のんき亭 隠居の目「気付き」 ６月号
百歳まであと三歩／谷文枝 ６月号
23 年度ビルメンテナンス研究助成公募 ７・８月号
第５回ビルメンこども絵画コンクール募集案内 ７・８月号
全国 BM 協会平成 23 年度定時総会 ９月号
２つのビルメン研究・事例を顕彰／全国 BM 協会 ９月号
第５回ビルメンこども絵画コンクール入選作決定 12 月号
一戸全国 BM 協会会長・藍綬褒章受章 12 月号
随想・ビルと私 １〜 12 月号

　板東尚武／木下宙／立木麻央／ほしばあやこ／イェジー・レ

情　報　欄



今／月／の／統／計／資／料

　平成 22 年賃金構造基本統計調査 ５月号
　平成 21 年度 BM 業労災保険収支状況 ６月号
そ／の／他

ビルメン万華鏡
　ボード〈BM 関連催しもの案内〉
　カレンダー〈BM 関連催しもの暦〉
　年中行事クリップ
法律資料編

電気事業法に基づく電力使用制限の発効について ９月号
電力需給逼迫警報について ９月号

東風西風（各地の動き）
　神奈川県協会：第６回建物の管理技術研究会 １月号
　徳島協会青年部：視覚障がい児施設ボランティア清掃 １月号
　沖縄県協会：特別支援学校に関する協定結ぶ ４月号
　東京協会：２月１日より公益社団法人に ４月号
　各地区協会：こども絵画コンクール全国に広がる ４月号
　京都協会：２つの小学校で清掃作業講習会 ８月号
　石川県協会：金沢市と災害協定結ぶ ８月号
　栃木県協会：全校生がおそうじ体験学習 ８月号
　東京協会：第 45 回優良従業員表彰式 ８月号
クリアファイル〈調査研究発表クリック〉
スカイナビ〈海外雑誌情報〉
BM マーケット〈製品案内・メーカー情報〉
資格で GO ！〈試験講習案内〉
ピックアップ本棚
取材メモ
まんが・ビルメン君／芝岡友衛 １〜 12 月号

カメラ／山下寅彦
ビルメン・キッズデー １月号
ビルメンヒューマンフェア '11 in 新潟 12 月号
★シリーズ：21C・BM を求めて−カメラで廻る現場−
　トヨタテクノミュージアム産業技術記念館（前編） ２月号
　トヨタテクノミュージアム産業技術記念館（後編） ３月号
　東京タワー ４月号
　海ほたる PA（前編） ５月号
　海ほたる PA（後編） ６月号
　キッザニア甲子園 ７月号
　司馬遼太郎記念館 ８月号
　あしかがフラワーパーク（前編） ９月号
　あしかがフラワーパーク（後編） 10 月号
　梅田阪急ビル オフィスタワー（前編） 11 月号

第４回ロボット大賞：経済産業省 １月号
業界イメージ調査報告書：高知 BM 協会 １月号
第５回日本ファシリティマネジメント大会：JFMA ３月号
平成 22 年建築着工統計：国土交通省 ５月号
23 年度地域別最低賃金の答申：各地方最賃審議会 10 月号
直轄駐車場の管理・運営、PFI 方式で：国土交通省 11 月号
オフィス動向調査：住信基礎研究所 11 月号
厚労省ヒアリングで意見陳述：全国 BM 協会 12 月号
■市　場■

「第 42 回実態調査」速報：全国 BM 協会 12 月号
■労働安全■
平成 22 年化学物質による災害発生事例：厚生労働省 11 月号
平成 22 年度労働災害発生状況調査報告：東警協 11 月号
■労　働■
新卒者就職支援策をネットで広報：厚生労働省 ２月号
■清　掃■
ビルメンテナンスフェア TOKYO 2010：東京 BM 協会 １月号
■エネルギー■

「電力需給緊急対策への対応」：日本ビルヂング協会 ６月号
「電力対策自主行動計画」策定状況：日本経団連 ６月号
節電対策フォローアップ結果：経済産業省 12 月号
節電のための緊急行動計画：日本ビル協連合会 12 月号
■建物保全■
第２回シンポジウム：日本建築設備診断機構 ３月号
賃貸事務所ビルの寿命に関する意識調査：BELCA ９月号
22 年度国家機関の建築物等の保全の現況：国土交通省 ９月号
■マンション■
マンション管理業者の立入検査結果：国土交通省 ８月号
■警備防災■
平成 22 年度版「消防白書」：消防庁 ２月号
平成 22 年警備業の概況：警察庁生活安全局 ８月号
東日本大震災発生時対応で意識調査：ビルディング企画 12 月号
暴力団等対策実践項目に関する解説書：全警協 12 月号
■関連団体■
賃金制度と賃金水準に関する調査結果：東京 BM 協会 ７月号
新年度の事業計画公表：各団体 ７・８月号
■協会活動■

「見える化製品」導入提案セミナー：全国 BM 協会 １月号
ビルメンの３つの研究に助成決まる：全国 BM 協会 ４月号
総合資機材展の申込みは５月 31 日まで：新潟県 BM 協会 ５月号
建築物衛生法勉強会開催：全国 BM 協会 ７月号
ビル節電・省エネセミナー開催：全国 BM 協会・エネ協 ８月号
被災学校の未来づくりセミナー：宮城教育大学ほか ８月号
22 年度ビルメン研究・事例発表省：全国 BM 協会 ９月号
２回目の節電セミナー開催：全国 BM 協会・エネ協 10 月号

グ　ラ　ビ　ア


