
貴校への導入方法は 2 種類

サポート概要・ご利用料金

お問い合わせ・ご相談連絡先

担当︓岩谷

〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町 3 番地 3 泉国際産業ビル 3F

TEL︓03-3233-8521
 FAX︓03-3233-8522      MAIL:info@pcpe.jp　                 

① 貴校パソコン・ネットワーク（コンピュータ実習室等）からTAPホスティングサーバにインターネット（VPN）接続
② 貴校パソコン・ネットワーク内に WINDOWS を設置して接続

株式会社タップはホテル専門のソリューションプロバイダーです。87 年の創立以来、ホテルに必要な数々のシステムをソフトウェア機能
として、活用していただけるよう商品化。また数々の全国有名ホテルをユーザーに持ち、システム設計・開発はもちろん、経営・運営に関
するコンサルティングにおいても高い支持を受けています。このたび、タップとの連携に至った教育企画センターが教育機関へのタップホ
テル情報システム導入を支援しております。

教育機関向け TAP「JAVAフロントシステム」
（初期導入費・セットアップ費、Web Report Cafe（帳票出力ソフト））
    ・「タップ JAVA フロントシステム」は PMS 基幹システムとしてホテル等で使用しているソフトウェアです。
    ・Web Report Cafe につきましては、帳票類の出力を行うために必要なソフトウェアです。
    ・サーバー用 PC・クライアント PC につきましては貴校にてご用意ください。
保守契約▷　
リモートサポート▷  9:30－18:15
使い方研修▷  ３回

御説明時には実際のデモ画面を
ご覧いただけます。

実践力を高め、ホテル業務への理解を深める教材として。

全国のホテルチェーンが採用している
情報システムを活きた教材に
全国 600以上の導入施設実績をもつホテル情報システムを利用し、
現場さながらの学習環境をご提供します。
宿泊予約からチェックイン、顧客情報の管理まで、
操作方法はもちろん、フロント業務に関わる一連の流れを
オペレーションすることで実践力を養成。
就職活動においても大きなアピールポイントとなります。

究極の即戦力UP !
就職活動を勝ち抜く !!

東武ホテルグループ
株式会社東武ホテルマネジメント

　皆様よくご存知のように、東京オリンピックや国を挙
げての観光立国政策、インバウンドブーム等、ホテル業
界にはまたとない追い風が吹いています。その一方で外
資系ホテルの参入もあり、きめ細やかなアプローチと
サービスの重要性が薄れることは決してありません。
　「TAP ホテルシステム」の特長は、客層や地域データ
など、私たち企業が把握したいデータをニーズに合わせ
てカスタマイズできる点にあり、当ホテルにおいても
日々の円滑なサービスの提供はもちろん、今後の事業展
開を考えるうえでも欠かすことのできない運営システム
です。こうしたシステムに学生のうちからふれ、どのよ
うなデータを取り扱うことがあるか知ることは、実際の
ホテル業務への理解を深めてくれるでしょう。
　私たちにしかできない素晴らしい「おもてなし」を、
共につくりあげてくれる新しい人材に期待しています。  室 資 人 様   取締役総務部長

教育機関向けタップ Java フロントシステム



前年のデータをもとに今年のルーム数・来客数・売上
高の予測や、未来のシミュレーションを行います。

残数や料金を確認しながらの予測登録が可能。複雑な
予約を 1 つの予約 No. にて管理することもできます。

これが、即戦力育成のプロセス。貴校 講師陣への研修やリモートサポートなど導入後のバックアップも万全です。

下記のホテル情報システムから、　　　　　のシステムをパッケージしてご提供します。

予約センターシステム

MARKS Navigator
（レベニューマネージメント）

ゴルフーシステム

PBX

カードキー

PAY TV

システム冷蔵庫

CTI

SFA

らく通/らくじゃん/手間

TL-X/TLリンカーン

自社WEB予約

e-concierge
（自社ＷＥＢ予約）

NCR社製
自動精算機

宿泊管理
システム

顧客情報システム

POS システム
（レストラン・ショップ）

テーブルプランナー
（レイアウトシステム）

宴会掲示板

レストランOES

全館実績
管理システム

空き情報
予約情報

（宿・宴・レ）

空き情報
利用実績

（宿・宴・レ）

予約

売上

売上・決済

売上

売掛明細

入金通知

実績

経理仕訳

販売情報
部門別損益

購入実績

売掛
残高情報

営業実績 部門別損益

経理仕訳

経理仕訳
経理仕訳

売上

支払予定

全銀データ

支払予定

注文書
注文書出庫データ

支払管理システム

FAX送信システム

メールサーバー

エージェント支払
通知システム

人事給与システム

ファームバンキング

資材システム

売掛管理システム

自動仕訳システム

マネージメント
支援システム
（販売分析）
（会計分析）

管理会計システム
ユニフォームシステム

財務経理システム

エージェント自動
消込オプション

売店在庫管理
システム

FBCシステム

宿掛

宿掛

付帯掛

宿掛

予約

宴会掛

宴会掛

婚礼宴会システム

レストラン・
アクティビティ
予約システム

SPA管理システム

予約

顧客情報
顧客実績

付帯施設管理

凡 

例
営業系システム全体 管理系システム全体 営業系各システム 管理系各システム オプション 

東武ホテルチェーン （全国 10 施設　コートヤード・マリオット銀座東武ホテル等）／東急ステイ ( 首
都圏15施設)／ビスタホテルグループ （全国約10施設）／東急ハーヴェストクラブ（全国20施設以上）
／アパホテルズ＆リゾーツ （全国 120 施設以上）／セレクトホテルズグループ （全国 30 施設以上）
／ザ･テラスホテルズ （ザ・ブセナテラス、ザ・ナハテラス等）／星野リゾート（温泉旅館再生事業
施設含む） （全国 20 施設以上　星のや軽井沢等）／前田産業ホテルズ （ホテルマハイナウェルネスリ
ゾートオキナワ等）／三井不動産リゾート（鳥羽国際ホテル等）／ヤマハリゾート （つま恋、葛城北
の丸）／ JR 北海道ホテルズ （JR タワーホテル日航札幌等）／ブライトンホテルズ （浦安ブライトン
ホテル等）／センチュリーロイヤルホテル （北海道）／ホテルサンルーラル大潟（秋田県）／ホテル
リステル猪苗代 （福島県） ／オリエンタルホテル東京ベイ（千葉県） ／ホテルエピナール那須（栃木県）
／ホテルオークラ東京ベイ （千葉県） ／ホテルニューグランド（神奈川県 ）／稲取銀水荘（静岡県）
／堂ヶ島 NEW 銀水（静岡県 ）／長岡グランドホテル （新潟県） ／フィットリゾートクラブ（山梨県） 
／神戸ポートピアホテル （兵庫県 ）／ハイアッ
トリージェンシー京都 （京都府） ／ホテルアナ
ガ （兵庫県） ／ホテルニューオウミ（滋賀県 ）
／オリエンタルホテル広島（広島県） ／松山全
日空ホテル（愛媛県 ）／カヌチャベイホテル
＆ヴィラズ（沖縄県） ／熊本全日空ホテル　
ニュースカイ（熊本県） ／サザンビーチホテル
ホテル＆リゾート（沖縄県）  

全国どこへでも担当者
がお伺いいたします。
実際にシステムをご覧
いただきながら、既に
導入いただいている学
校様の活用例なども交
えてご説明いたします。
システムの使用感もぜ
ひご確認ください。

ご説明・コンサルティング

導入前

導入後

授業をご担当される講師の方
に、当社システム担当者が具体
的な操作方法を懇切丁寧にレク
チャーいたします。
また、万が一のシステムトラブ
ルにも、遠隔での修復作業で迅
速に対応いたします。
( 平日 9 時 30 分～ 18 時 15 分 )

使い方研修
リモートサポート

全国 600以上のホテルチェーンが選んだ操作性。フロント、営業部門のシステムをパッケージしてご提供します。

TAP JAVA　フロントシステム

ホテル専門のソリューションプ
ロバイダーである株式会社タッ
プの「Java フロントシステム」
は、その操作性と、国内企業な
らではの細やかなサポートで大
きくシェアを伸ばしています。
この、ホテル業界で定評あるシ
ステムを教育機関向けにカスタ
マイズした本製品は、貴校のよ
り実践的な学びを可能にし、教
育内容はもちろん、就職活動に
おいても他校に対するアドバン
テージとなります。

ホテル業務全体を支える「ホテ
ル情報システム」。ホテル・観光
業界で働くスタッフにとって、
システム・ソフトウェアを使い
こなす技術は欠かすことのでき
ない能力といえます。
本製品では、特にフロント、営
業部門で利用されている「フロ
ント機能」を中心に、基本操作
から実践的なシミュレーション
まで体験し、技能を習得するこ
とができます。

就職活動でも
大きなアドバンテージに !

■新規個人予約登録機能
■新規団体予約
■予約変更
■予約取消
■残室状況

○残室状況表 ( フリー )

○フリー販売内訳一覧

○残室状況表 ( エージェント )

○残室状況表 ( ブロック )

○ルームコントロール設定

○残室状況（全体） 

○残室状況表 ( 貸出備品 ) 

■販売数・指示登録
○メモ・売止め
○エージェント
○ブロック

■予約お断り
■故障部屋
■アサイン台帳
■販売予測分析・
      シミュレーション

○販売予測分析
　（経路別）
○販売予測分析
　（経路別・月別） 
○販売予測分析
　（詳細）
○ 販売予測分析
　（詳細・月別）

■客室稼動分析

■新規個人予約登録機能

■販売予測分析・シミュレーション

詳細は㈱タップの
ホームページでも
ご覧いただけます。

https://www.tap-ic.co.jp/

タップ「ホテル情報システム」ソフトウェア機能概要
本製品で利用可能な主な機能（一部抜粋）

TAP「ホテル情報システム」導入施設（一部抜粋）


