
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. [32]
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]㈱クレドインターナショナル CRED INTERNATIONAL Co., Ltd. [33]
当社はホテルスパのリーディングカンパニーです。ホテルスパの運営を
国内最大級規模を持つヒルトンホテルをはじめ全国 5か所で展開。世界
ブランドを目指す新たなスパブランド「Spa 禅 by MIKIMOTO」とともに、
パリの老舗スクールの技術を学べる「エリゼ・マルブフスパ・ジャパン」
を今後 2年で国内 20 施設へ展開予定。また全国 900 施設ではインルー
ムスパⓇも運営しております。

[RNV] サン・パシフィック・エンタープライズ㈱ Sun Pacifi c Enterprise [34]
海外ブランドバスアメニティを中心に、客室消耗品、客室備品、飲料類、
ノベルティ品等の高付加価値製品を展示。
[RNV] テマエ THEMAE
茶道に魅せられ、2007 年にフランスで誕生したスパブランド「テマエ」。
スパ、ホテルアメニティ品を展開。茶の特性をいかした製品は、厳格な
品質管理のもと、緑茶、白茶、赤茶、黒茶の 4種のお茶エキスと調合さ
れています。
[RNV] ディルマ Dilmah
新鮮・純セイロン産。「ディルマ、これが紅茶なんだ」ディルマは産地
セイロン（スリランカ）初の紅茶ブランドで、世界 100 ヵ国以上で愛
飲され、各地の高級ホテル・エアラインに採用されていま す。一般的
な紅茶は様々な産地の茶葉のブレンドが多い中、ディルマは茶葉の栽培
から茶摘み、製品化まで産地で行う、「新鮮・純セイロン産」を徹 底。
紅茶本来の香りと味わいをお届けします。
[IT] ㈱日本システムネットワーク Japan System Network Co., Ltd.
客室の快適空間と利便性を提供する：メディアハブ（客室ＡＶパネル）、
パワーハブ、ミラーテレビ、スカパー及び海外番組供給、プリントミー
（無人ビジネスセンター）

株式会社リゾートマーケティング主催による「関東ホテル・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。　　　　　　　  http://www.guamnews.ne.jp/kanto/

[IT] ㈱タップ　Tap Co., Ltd. [35]
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] ㈱ザ・レジェンド The Legend Corporation [36]
THE LEGEND のホテルカードロックシステムは、低価格ハイコストパ
フォーマンスを実現します。シリンダーを外部に出さないフラットなデ
ザイン。アルカリ単三電池４本で駆動。配線工事は必要ありません。カー
ド発行システムは省スペース化を実現。この機会に是非 THE LEGEND
のホテルカードロックシステムをご検討下さい。
[IT] かんざしクラウド KANZASHI CLOUD
複数の予約サイトの管理画面に入らずにWEB 上から一括でプラン作成、
修正、期間延長、サイト間コピー、プラン縦断検索などができる「かん
ざしクラウド」にて旅館、ホテルのWEB 管理における時間の大幅削減
を実現します。「かんざしクラウド」はねっぱん連動版、ヤフートラベ
ルタイアップ版などとしても採用いただき、昨夏リリースからわずかの
間にその信頼性と操作性を評価頂いた革命的ツールです。実演デモをご
覧下さい。

[IT]HRS ホテル・リザベーション・サービス㈱  [37]
HRS Hotel Reservation Service
HRS はビジネス旅行者および個人旅行者向けに、190 か所の国と地域に
250,000 軒以上のホテル・宿泊施設を取り扱い、世界規模のホテル予約
システムを運営しています。法人顧客に対しては、HRS の法人レートが
適用されるとともに、様々なカスタマイズされたホテル予約のツールと
サービスを包括的なバリューチェーンを通して無料で提供しています。

開催日時：2015 年 12 月2日 (水 )　　10:00 ～ 18:00
会場　　：ヒルトン東京お台場　客室フロア　
〒 135-8625 東京都港区台場 1-9-1 TEL: 03-5500-5500

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。
http://www.guamnews.ne.jp/tyo/
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[IT] ㈱エス・ワイ・エス　SYS Inc. [38]
1999 年の創業以来、800 社にもわたる施設様、店舗様のウェブ戦略を
支えているインターネットブッキングエンジン「OPTIMA」、レストラ
ン予約システム「OPTIMA　for　Restaurante」をはじめ、Webマーケティ
ング総合パッケージ「Web Package」など、(1) 国内外を問わず、主要
グループ・施設への導入実績を支える信頼性、(2) 施設・店舗様のブラ
ンディングを大切にするカスタマイズ性、(3) 機能におけるパイオニア
性（開発中案件含む）、(4) 少数精鋭ならではの柔軟性、で予約ソリュー
ションを提供。
[IT] ㈱コレリィアンドアトラクト　Collely & Attract Inc.
ホテル・旅館業界に特化し、国内は北海道から石垣島、海外はグアム、
サイパンまで 6年間で支援した顧客数は 250 社超え。自社の宿泊予約
を最大前年比 455％ UP を実現したウェブマーケティングテクニックで
ウェブサイト制作から集客支援までワンストップでご提供します。①
ウェブで売るための戦略立案、②予約を増やすスマートフォンサイト制
作、③儲かるキーワードでリスティング広告運用代行、④「新宿　ホテ
ル」で 1位を獲得した検索エンジン最適化の技術、⑤インバウンドを集
客するための SNS 活用コンサルティングなど、業界特化ならではノウ
ハウでサポートいたします。

[RNV] ㈱パシフィック・ジャパン Pacifi c Japan Corporation [39]
㈱ネクストカーラークリエーション Next Color Creation
デザイナー家具輸入・販売。セブ島出身の人気家具デザイナー、ケネス・
コボンプエ作の籐家具他の輸入・販売総代理店。ハリウッド・スターに
も大人気のケネスの作品が、日本に再上陸。照明機器やアクセサリーを
中心としたHIVE ブランドも合わせ、世界のリゾートホテルで広く支持
されているブランド。

[IT] ㈱アビリティコンサルタント Ability Consultant Inc. [40]
旅館・ホテル宿泊業のホームページ制作。楽天トラベルカスタマイズ、
宿泊予約システム、SEO対策、旅館・ホテルの経営コンサルティングなど。

[IT] ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱ [41]
Bridge Motion Tomorrow Co., Ltd.
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。

[RNV] ㈱エアウィーヴ airweave inc. [42]
㈱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。

[RNV] 三菱電機エンジニアリング㈱ [43]
Mitsubishi Electric Co., Ltd. 
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。

[IT] ㈱ VESPER VESPER K.K. [44]
VESPER はレストランの予約・顧客管理システムの新しいスタンダード
「TableSolution」をご提案いたします。
【特徴１】電話予約、自社Web、大手グルメサイトといった様々なチャネ
ルからの予約を一元管理することで予約管理の手間を大幅に削減します。
【特徴 2】24 時間受付可能なネットおよび電話予約システムで忙しい時
間帯や営業時間外でも予約を逃しません。
VESPER は「TableSolution」を通じてレストラン様の売上アップとコス
ト削減をお約束します。

[RNV] スリーエムジャパン㈱ 3M Japan Limited.[45]
スリーエムジャパンは、ホテルの内装仕上げ材として活躍する塩ビ化粧
シート＜ダイノック＞、客室や浴室のガラスの遮熱・目隠し対策のウィ
ンドウフィルム、電子パスポートリーダーなどを取り扱うメーカーです。
ダイノックは、抗菌防カビタイプもあり、浴室の改修でお役立ていただ
けます。展示商談会では、他のホテルでの採用事例の紹介や、実際の製
品の施工デモンストレーションを行います。

[RNV] シコ・ジャパン・インク Sico Japan Inc.[46]
ホテル向け業務用家具

[ 共催 ] ㈱オータパブリケイションズ [47]
Ohta Publications Co., Ltd.
ホテレス電子版、HITS（ホテル情報総合検索システム）、HOTERES 求人
情報

セミナー [48]
① 12:00 ～ 13:00　SYS & コレリィアンドアトラクト
② 13:30 ～ 14:30　HRS ホテル・リザベーション・サービス
③ 15:00 ～ 16:00　かんざしクラウド& VESPER
④ 16:30 ～ 17:30　日本ホテルアプレイザル
    & アイディーテンジャパン
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