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株式会社リゾートマーケティング主催による今回で 6回目となる「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。		 	 	 	 	 	 	 　http://www.guamnews.ne.jp/kanto/

出展予定企業：	[RNV]リノベーション企業 /	[IT]	IT 企業

[IT]	エクスペディア	Expedia,Inc.[607]
Expedia,Inc. は、世界最大級の旅行会社で、世界をリードする強力なオン
ライン旅行サイトを取りそろえています。レジャーや出張で旅する多くのお
客様のニーズにお答えできるよう、日々、サービスを強化しております。日
本では、32 カ国で展開する世界最大の総合オンライン旅行サイト「エクス
ペディア」と、65 カ国以上に展開するホテル専門のオンライン旅行サイト

「Hotels.com」の 2 ブランドを中心に展開。

[IT] ㈱アビリティコンサルタント	Ability	Consultant	Inc.	[608]
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] 鉄道情報システム㈱	Railway	Information	Systems	Co.,	Ltd.
　　らく通with	[609]
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

[IT]RateGain	[610]
2015 年 11月に大阪に日本オフィスを開設。宿泊施設、航空会社、レンタカー
会社、OTA などに特化し、自施設・競合施設の販売価格や空室状況、レ
ビューや口コミ情報、自施設の稼働状況などのデータをもとにして、最適
な販売価格を算出するシステム「RevGain」のほか、複数のオンライン予
約サイトでの実売料金をチェックするための「PriceGain」や、最低価格保
証の適用状況を分析するレポートなど、多数のソリューションを提供する。

[RNV] ㈱パシフィック・ジャパン	Pacific	Japan	Corporation	[611]
　　　㈱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。

京都コンサルタント	Kyoto	Consultant	Inc.
2004 年京都にて創業。ホテル、旅館、OTA、レストラン等のホスピタリティ
業界に特化したエグゼクティブ・サーチ（人材紹介会社）。自身が芝パーク
ホテル、ヨコハマ・グランド・インターコンチネンタルホテル、ホテル・インター
コンチネンタル・シンガポール、シャングリ・ラ　ジャカルタ等、国内外で
２０年以上にわたるホテル業界に勤務した経験とネットワークを基に、企
業、個人の双方に “Win Win” の就業状況を創造する人材紹介プロフェッ
ショナル。

[RNV] ㈱エアウィーヴ	airweave	inc.	[612]
㈱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]サン・パシフィック・エンタープライズ㈱	Sun	Pacific	Enterprise	[614]
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ご提案。フランスブランド「THEMAE（テ
マエ）」や「ELLE SPA（エルスパ）」の新ブランドアメニティも展示。

㈱コスモ	Cosmo	Corporation
理美容ディーラーからスタートし、ディーラーだからこそわかるお客様の困
るを製品開発する事により問題解決として理美容サロンへの提案しした企
業。㈱コスモ（理美容ディーラー事業）、㈲コスモ（トータルブライダル事
業）、㈱クレイツ（ドライヤー・ヘアアイロンメーカー）。
※家電量販店販路・地上波、CS　TV ショッピング販路・カタログ通販販
路・理美容プロフェッショナル販路。㈱コスモエステート（不動産事業）他、
海外拠点としてアメリカ・香港・韓国に支社設立。

アルタン㈱	Altan	Co.,	Ltd.
アルコールスプレー「アルタン」からスタートしたアルコール製剤がメイン
のメーカーです。広島大学との共同研究で抗ノロウイルス剤を開発し特許
を取得、アルコール製剤「ノロエース」を発売して参りました。今回ご紹

介する「エースサニタイザー」は「ノロエース」の姉妹品として、業界初と
なるマレーシア国家認定機関「JAKIM」のハラルを取得しましたので、イス
ラム圏からのお客様の「ハラル対応」に是非、お役立てください。

[RNV] 三井デザインテック㈱	MITSUI	Designtec	Co.,	Ltd.	[615]
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。

[IT] 東京ケーブルネットワーク㈱	Tokyo	Cable	Network,	Inc.	[616]
オリンピックへ向けますます増加が見込まれる外国人観光客。ホテルで過ご
すお客さまにどのようなサービスを提供されますか。弊社ではホテルのニー
ズに合わせたテレビ放送サービスをオーダーメイドでご提案いたします。地
上波や BS 放送はもちろん、中東・ヨーロッパ・アジアなどの特殊な海外の
放 送や各種専門チャンネルの配信を、契約業務を含めてひとまとめでご提
供いたします。そのほか、スマートフォンを使ったホテルまでの道案内や IP
トランシーバーのサービス、タブレット端末やサイネージ上でのニュー スや
緊急地震速報の情報配信など、お客さまの利便性を向上させるサービスや、
ホテルで働く皆さまの仕事を円滑にするサービスもあわせてご紹介します。

[RNV] スリーエムジャパン㈱	3M	Japan	Limited.[617]
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] 三菱電機エンジニアリング㈱　Mitsubishi	Electric	Co.,	Ltd.	[618]
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]ソロフレッシュコーヒーシステム㈱	
　　　SOLO	FRESH	COFFEE	SYSTEM	[638]
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 Coffee Smile」をお届けします。

[IT] ㈱タップ　Tap	Co.,	Ltd.	[639]
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]	ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	
　　Bridge	Motion	Tomorrow	Co.,	Ltd.[640]
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] ネスレネスプレッソ㈱	Nestle	Nespresso	K.K.	[641]
「" 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] ㈱ IMAGICA	TV　IMAGICA	TV	Corp.[642]
国内のホテルを中心に海外衛星放送、ビデオ・オン・デマンド (VOD)、サ
イネージ等、ニーズに合わせた映像サービスをトータルコーディネート。昨
今のトレンドは何と言っても “インバウンド対策 ”。2020 年の訪日外客数目
標 4,000 万人を政府が掲げている中、当社は今まで受信することが難し
かった海外衛星放送を IP で伝送し、初期費用を極力抑えた形で導入でき
る新サービス『IiDS』を昨年ローンチしました。米国、欧州、アジア、中
東等々の訪日外客に特化した付加価値サービスの向上を提供します。更に

『IiDS』と連携した VOD システム、訪日外客向けフリー SIM カードなど “ 付
加価値向上 ” をキーワードに様々なサービスを展開いたします。

開催日時：2016 年12 月６日 (火 )　
   11:00 ～ 18:30
会場　　：グランドニッコー東京台場
 　客室フロア(6F 予定 )　
〒 135-8701 東京都港区台場 2-6-1 TEL: .03-5500-6711

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/
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
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関東ホテル・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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