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出展予定企業： [RNV]リノベーション企業 / [IT] IT 企業

[RNV] 三井デザインテック㈱ MITSUI Designtec Co., Ltd.[611]
あらゆる空間のプロデュースを通して、感性価値を創出し続ける企業、三井デザイ
ンテック㈱は、ホテルの再生コンサルティング、デザイン、施工、FF&E、PR 戦略、
販売戦略マーケティングに 至る一連の業務をサポートいたします。本展示会では、
具体的な実例をご紹介し、事業主様の実務に活かせるヒントをご提供いたします。

[RNV] ネスレネスプレッソ㈱ Nestle Nespresso K.K. [612]
「"まるで熟練のバリスタが淹れたかのような究極の一杯 "すなわち芳醇なクレマ
に覆われ、洗練されたアロマとコクのある味わい深いエスプレッソを、どこでも
簡便に淹れられたらどんなにすばらしいことか」この単純ながら革新的な理想か
ら生まれたネスプレッソは、世界の美食家やトッププロフェッショナルに広く
指示される Premium Luxury( プレミアムラグジュアリー /上質なおもてなし）と
Fine Dining（ファインダイニング /美食体験）の象徴として、プロフェッショナ
ルの現場でお客様が抱くさまざまなニーズにご提案でこたえます。

[IT]handy Japan ㈱　handy Japan, Inc. [614]
国内予約申込 8 万室超。7月から日本での事業を開始した客室備え付け無料レン
タルスマホ「handy」は、宿泊客が国際・国内電話、インターネット通信を無料・
無制限で利用できるサービスです。施設と宿泊客をつなぐ各種サービスも備えた
新しい通信サービスで、施設の収益と顧客満足度の向上に貢献するパワフルなソ
リューションです。展示商談会では国内外のホテルの handy 導入事例や、デモ
ンストレーションを用意の上、皆さまのご来場をお待ちしております。

[IT] ㈱ユニコーン UNICORN Co., Ltd. [615]
婚礼・宴集会支援システム「BvSystem シリーズ」、レストラン予約システム「RecS」、婚
礼コミュニケーションツール「Bv Navi for iPad」、購買原価管理システム「UniCc」、他。

IT] ㈱ビジネスブレーン Business Brain Co., Ltd.[616]
創業 30年目。業種特化の方向性を貫き、ホテル、旅館、ゲストハウスへ向けたパッ
ケージシステムとホームページ制作などを提供しております。最近では、共にホー
ムページを育てていくWEB運用支援サービスが好評です。2014年よりPOSオー
ダリングシステム事業を開始し、より幅広いサービス業支援企業へ展開中です。

[IT]TrustYou ㈱　TrustYou K.K.[617]
世界 250 以上の旅行サイトの宿泊施設に関するクチコミや評価を収集、分析、
視覚化して、ホテル、旅館、OTA など、旅行業界の顧客にサービスを提供して
いる。また、TrustYou ( トラスト・ユー ) は、Google でホテル検索をした際に 
Google レビュー上に「クチコミの概要」として表示されるクチコミコンテン
ツを独占提供している。Skyscanner( 日本語版 )、KAYAK( 日本語版 )、Travel.jp/
Hotel.jp( 日本語版 )など100を超える世界 旅行・ホテル予約サイトにもクチコミ・
評価として表示されており、多くの旅行者に影響を与えている。

[RNV] 三菱電機エンジニアリング㈱　Mitsubishi Electric Co., Ltd.[625]
三菱電機エンジニアリング㈱は、三菱電機製品の開発・設計を担当している会社
で、その製品開発力を駆使して小型の電子冷蔵庫を製造している。電子冷蔵庫の
冷却部にペルチェ素子を採用することでコンプレッサが不要となり耳障りな駆動
音や振動の無いコンパクトな冷蔵庫である。またホテルのインテリアを考慮した
デザインのため、客室を静かで快適な空間に演出する。その他デジタルサイネー
ジなどホテル向け製品も展示する。

[RNV] ㈱アントレックス Entrex Inc.[626]
全世界のラグジュアリーホテルにアメニティを供給しているイタリア La Bottega 
dell” Arbergo 社の日本総代理店。世界の名だたる TOP ブランドと、ホテルの名
前を入れる Co-Brand はもちろんのこと、容器のデザインもオリジナルに作るこ
とをスタンダードのパッケージとしています。ホテルの持つ世界観をバスアメニ
ティで表現し、ホテルのブランディングを提案いたします。

[IT]鉄道情報システム㈱Railway Information Systems Co., Ltd.らく通with [627]
旅行会社（JTB・日本旅行・近畿日本ツーリスト・JR 各社他）、予約サイト（楽天トラベル・
じゃらん、るるぶトラベル他）の予約・在庫・料金※を一元管理できるサイトコントー
ラ「らく通with」は、インターネット環境があればいつでもどこでも利用でき、365
日サポート、低廉な月額固定料金、JR「みどりの窓口」を支える技術で安心してご
利用できます。また、PMSとの連携は、予約データ自動連動や細かな変換設定が
できるため、「らく通with」で予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。大手
チェーンホテルから老舗旅館まで様々な規模のホテル・旅館様にご利用いただいて
おり、導入実績も豊富です。※ 料金管理は予約サイトのみ

[RNV] ㈱ JTBビジネスイノベーターズ JTB BUSINESS INNOVATORS Corp.[628]
宿泊施設様向けソリューションサービスを提供させて頂きます。
①「クレジット決済端末：C→ REX」２０１６年に新端末をリリースし、『DCC 決済』( 訪
日外国人向け自国通貨建て決済 )と、『電子マネー決済』に対応しました。
②「宿泊施設ホームページ向けクレジットカード予約決済サービス：JTB　
Book&Pay」キャンセル、NoShow 対策にお役立て頂いています。またメールリン
ク決済機能は、自社 HP 予約以外にも活用が可能で、ご好評頂いております。
③「PMS：INCHARGE7」業界に先駆けてクラウド方式に対応し、旅館向けクラ
ウド型 PMSとして、550 を超える宿泊施設様にご利用いただいております。

株式会社リゾートマーケティング主催による「九州ホテル・旅館業界 IT& リノベーション展示商談会」を開催致します。
ホテルの客室を使用し、出展企業が各自にて自社の実績やサービスに関してのプレゼンテーションを行うというのが大き
な特徴です。客室のベッドを客室外に搬出し、客室を展示スペースへと様変わりさせて使用する展示会というのは、他に
例を見ない企画です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.hotel-tenjikai.jp/entry.php?tid=7

[RNV] ㈱エアウィーヴ airweave inc. [629]
㈱エアウィーヴは、フィギュアスケートの浅田選手も愛用するマットレスパッ
ド「エアウィーヴ」を製造販売している。今回は加賀屋迎賓室に導入されてい
るエアウィーヴや、ホテル特別仕様のマットレスパッドと枕を出展する。適度
な反発力が睡眠中の体への負担を和らげ、今お使いの寝具の上に一枚重ねてお
使いいただくだけで、寝心地をグレードアップ。カバーだけでなく中の素材も
水洗いできるため、お手入れも簡単である。

[IT] ブロケードコミュニケーションズシステムズ㈱ [630]
　　Brocade Communications Systems, Inc.
ラッカスワイヤレスは、キャリアクラスの Smart Wi-Fi 製品を全世界に提供して
います。世界のホスピタリティ市場の70%、高級施設の 86%がラッカスのWi-
Fi に信頼を寄せているのには訳があります。ラッカスが取得している特許技術の
BeamFlex™ は、電波干渉に強く、通信範囲において比類のないWi-Fi サービス
を提供します。オフィスの無線 LAN、お客様へWi-Fi サービスを提供するホテル
/ 商業施設での利用など、既に様々な無線 LAN 機器やモバイル端末が高密度に
混在する環境でも安定したWi-Fi の導入が可能となります。お客様に満足いただ
けるWi-Fi 接続をご提供できるよう、ラッカスがお手伝いいたします。

[IT] ㈱ミライト MIRAIT Corporation [631]
Wi-Fi を利用した客室へのタブレット設置による、多言語対応コンテンツ配信
サービス「イータブ・プラス（ee-TaB*）」を提供しております。客室内紙媒体
の電子化によるコスト削減や、館内イベントやレストラン情報の発信による施
設内消費率向上を図るほか、周辺観光スポットの紹介等、ホテル様毎にカスタ
マイズさせていただくことで、ご宿泊者様にとっても必要な情報をタイムリー
且つ簡単に取得することが可能となっております。
[RNV]ソロフレッシュコーヒーシステム㈱ SOLO FRESH COFFEE SYSTEM
ソロフレッシュコーヒーシステムは、炒りたて挽きたて淹れたてのハンドド
リップコーヒーの美味しさを実現する一杯抽出コーヒーシステムを通じ、コー
ヒーを楽しむあなたへ驚きと感動のある「Good Coff ee Smile」をお届けします。

[IT]ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱ Bridge Motion Tomorrow Co., Ltd.[632]
国内のホテルや病院等をお客様としてコンテンツをお届けするビデオ・オン・
デマンド (VOD) サービスを提供。当社のサービスは、楽しい・寛げるといっ
た空間を創造するエンターテイメントというコンセプトで、「BEAMTV」とい
うサービス名で映画を中心とする配信を行っています。今後は、更なるサービ
スの向上を目指し、ホテルシステムとの連動、情報提供サービス、緊急地震速
報連動、一斉放送などホテル、病院の機能を向上し、「エンターテイメント」
に留まらず、お客様の状況に沿ったサービスの開発・提供を行ってまいります。

[IT]日本オラクル㈱　Oracle Corporation Japan [633]
小規模な独立系から大規模なチェーンまで、世界中のホテルが Oracle 
Hospitality のソリューションで業務を管理しています。柔軟性と信頼性に優れ
たオラクルの一体型ソリューションは、資産管理アプリケーションやレストラ
ンおよびバー向けの POS から販売、マーケティングにいたるまで、ホテルに
必要なあらゆる機能を備えています。

[IT] キューコ・ジャパン㈱　Qooco Japan K.K. [634]
ホスピタリティ業界に特化した接客英語・中国語のトレーニング・ソリューショ
ンを包括的なサービスとして提供しています。音声認識システムと革新的なモ
バイル技術の使用を通じて、スタッフひとりひとりの学習をサポート、改善し
ていきます。日本やアジアの大手グローバルブランドが推奨、アジア一の導入
実績を誇り、インバウンドに対応出来るグローバル人材開発、アップセルによ
る収益向上に最適なトレーニング・ソリューションです。

[IT] ㈱タップ　Tap Co., Ltd. [635]
ホテルシステム（JAVA フロントシステム、JAVA 婚礼・宴会システム、ホテル
SFA）、 レストラン予約システム。

[IT] ㈱サイグナス SCIGNUS Co., Ltd.[636]
iRATE Explorer（客室料金WEB 巡回調査ソフトウェア）、MARKS Navigator（レ
ベニューマネジメントソフトウェア）。

[IT] ㈱アルメックス ALMEX Inc.[637]
PMS：ウインカル、備品：冷蔵庫、ドライヤー、IC( 錠 )、精算機：TEX-2800、
デジタルサイネージ、VOD、PAY-TV。

開催日時：2017年10月４日 (水 )　
   11:00 ～ 18:30
会場　　：ホテル日航福岡
 　客室フロア(6F 予定 )　
〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 2丁目 18 番 25 号
 TEL: .092-482-1111

入場料：無料ですが入場には、事前登録が必要ですの
で下記サイトより登録下さい。
https://www.hotel-tenjikai.jp/entry.php?tid=7

無料セミナー [618]
参加はホテル・旅館の皆様限定となりますので予めご了承下さい。
① 12:00 ～ 13:00　handy Japan
② 13:30 ～ 14:30　TrustYou
③ 15:00 ～ 16:00　Brocade
④ 16:30 ～ 17:30　ホテル格付研究所 & 三井デザインテック

九州ホテル・旅館業界 IT&リノベーション展示商談会
ホテルの客室を使用したホスピタリティ産業に特化したIT&リノベーション企業の見本市
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ホテル・旅館業界
 IT&リノベーション
展示商談会2018

主催・運営・お問い合わせ
株式会社リゾートマーケティング　担当：星　栄悦

〒332-0016 埼玉県川口市幸町 1-13-18-503
TEL: 090-2141-8210 FAX: 048-252-8322

E-mail: eddie@guamnews.ne.jp

株式会社リゾートマーケティング主催による「ホテル・旅館業界IT&リ
ノベーション展示商談会」を2018年は日本8都市(札幌、東京、名古屋
、京都、USJ(大阪)、岡山、福岡、那覇)にて10回(1月、2月、4月、5月、6月
、7月、9月、10月、11月、12月)開催致します。
ホテルの客室を利用し、出展企業が各自にて自社の実績やサービス
に関してのプレゼンテーションを行うというのが大きな特徴。客室の
ベッドを客室外へ搬出し、客室を展示スペースへと様変わりさせて
使用する展示会というのは、他に例を見ない企画です。

株式会社リゾートマーケティング
代表取締役　星　栄悦
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京都東急ホテル

札幌グランドホテル

ANAクラウンプラザホテル岡山

名古屋観光ホテル

ホテル日航福岡

ホテル京阪ユニバーサルタワー

グランドニッコー東京台場

ロワジールホテル＆スパタワー那覇

グランドニッコー東京台場

ホテル日航福岡

ホテル京阪ユニバーサルタワー

札幌グランドホテル

ロワジールホテル＆スパタワー那覇

　

2018年  展示商談会開催予定

第1回：１月23日(火)  
近畿(京都)(第1回)/京都東急ホテル

第2回：２月７日(水)  
沖縄(那覇)(第1回)/ロワジールホテル＆スパタワー那覇

第3回：４月11日(水)
北海道(札幌)/札幌グランドホテル

第4回：５月８日(火)  
中四国(岡山)/ANAクラウンプラザホテル岡山

第5回：６月20日(水)
中部(名古屋)/名古屋観光ホテル

第6回：７月４日(水)
近畿(京都)(第2回)/京都東急ホテル

第7回：９月19日(水)
沖縄(那覇)(第2回)/ロワジールホテル＆スパタワー那覇

第8回：10月３日(水)
九州(福岡)/ホテル日航福岡

第9回：11月21日(水)
USJ(大阪)/ホテル京阪ユニバーサルタワー

第10回：12月５日(水)
関東(東京)/グランドニッコー東京台場


