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近畿ホテル・旅館業界
IT&リノべーション展示商談会



至るまですべて自社で提供しており、30 年を超えるホテル業界で培ったノウハウ
を生かしたホテルシステムはさまざまな運営形態のホテル・旅館様より、ご評価
を頂いております。社名であるタップには「新しい道を切り開く」「きっかけをつ
くる」という意味があります。我々はニューアイデア、ニューメソッドそして情熱
を持ってお客様の夢を実現してまいります。

[RNV] ㈱イワタ IWATA Co., Ltd. [214]
IWATA は睡眠環境学をベースにした「自然派高機能寝具」のメーカーです。お客
様の眠りを第一に考え、眠りの質を向上すべく歩んでまいりました。旅行・ビジネ
ス等でご宿泊されるお客様にとって、ご滞在の中で「睡眠」に費やす時間は、日
常よりもずっと大切なものかもしれません。旅先で宿泊した施設で、普段よりも「快
適な眠りと爽快な目覚め」が得られた時、お客様のホテルへの満足感、信頼感は
大きく向上します。睡眠の充実こそが真のホスピタリティと考える私たちは、眠り
の研究から生まれた高機能な寝具で、様々な提案をすることができます。

[IT]hi Japan ㈱　hi Japan, Inc. [215]
国内施設契約 20 万室、客室備え付け無料スマホ「handy」。ゲストは国際・国内電話、
インターネットを無料・無制限で利用できるほか、近隣観光地の情報を取得したり
チケットを購入したり、クーポンを取得できたりと、ゲストの満足度向上に寄与しま
す。また 2018 年からは、施設の PMS と連動したさまざまなサービスを開始し、施
設のコスト抑制・効率化といった点に効果を発揮しています。さらに 2019 年夏以降
には、電話・ルータ・スピーカーが一体となった新製品「handy スマートドック」を
発売予定。本展示商談会では、handy の新しい機能・サービスに加えて、スマートドッ
クの展示・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] ㈱ナバック NAVC [223]
1987 年の創業以来、1000 施設以上の宿泊産業に特化した商品を企画・開発・
販売してまいりました。「お客様とお客様のお客様にお役に立つ」という企業理
念の基に、ホテルシステムを中心としてホームページ予約システム、ネットワーク
/Wi-Fi の構築や WEB 集客支援、施設運営のコンサルティングなど時代にあった
商品・サービスの提供を心掛け、日々進化し続けています。
[IT] ㈱ワコム Wacom Co., Ltd.
ワコムはペン入力装置の分野で世界的なシェアを持つメーカーで、小売店のクレ
ジット決済時の電子サイン、銀行の各種申請書の電子記帳や医療機関の電子カ
ルテ入力端末など国内外で多くの導入実績がございます。今回、ナバック社のホ
テルシステムと連動する「手書き電子宿帳ソリューション」を紹介いたします。液
晶ペンタブレット（ディスプレイ装置）上に、事前予約情報の入った「宿帳フォーム」
を表示させ、宿泊者のチェックイン時には電子ペンで「直筆サインをいただくだけ」
という運用を実現します。「フロント業務の効率化」、「宿帳の電子保管（即時検索）」
に貢献するソリューションとなっております。是非お試しください。

[RNV] ソロフレッシュコーヒーシステム㈱ SOLO FRESH COFFEE SYSTEM [225]
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] ㈱ミライト MIRAIT Corporation [227]
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。

[IT] 鉄道情報システム㈱ Railway Information Systems Co., Ltd.らく通 with [229]
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] ㈱ SmartHR  SmartHR, Inc.[231]
「SmartHR」は、企業が行う社会保険・雇用保険の手続きの自動化するクラウド

人事労務ソフトです。PC やスマートフォンから従業員情報を簡単に収集すること
ができ、申請書類も自動作成。Web 上から役所への申請も可能です。引っ越し
や扶養の追加・削除も SmartHR 上から申請が可能。これにより従業員情報は常
に最新の状態で、更新や上書きの必要もありません。また、マイナンバーの収集・
管理、Web 給与明細、年末調整の書類作成機能にも対応しており、2018 年初
夏には雇用契約締結機能を公開。人事労務領域を広くカバーしています。

[IT] ラッカスネットワークス RUCKUS NETWORKS, an ARRIS Company [233]
ラッカスネットワークスは、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、ラッカスネットワークスがお手伝いいたします。

[IT] ㈱かんざし Kanxashi Corporation [235]
「かんざしクラウド」をはじめ、これまでに各サービスの導入実績は 3,000 施設

以上。今年 3 月にリリースした「くちこみクラウド」は、AI 研究で知られる東京大学
鳥海研究室と共同開発したもので、OTA から寄せられた口コミに対して AI により瞬
時に文例を作成・分析が可能なサービスです。海外サイトにも対応しており、返信も
れや返信文章の作成に時間がかかるなど、口コミ対応に関する業務を大幅に効率化
できます。口コミ分析では、全体の評点や経過状況を俯瞰するなど、自社の強みを
さらに伸ばし、弱みを素早く改善させることが可能となります。今後も現場の実務を
一番に考え開発し「これは便利」と思っていただけるサービスを提供してまいります。

セミナー [243]
1 12:00 ～ 12:45　エアウィーヴ　～寝具で利益を上げる～
2 13:00 ～ 13:45　一般社団法人まちかど健康づくりネットワーク
	 ～眠りにいい宿」認定マーク取得についてのご案内～

3 14:00 ～ 45:45　popIn Aladdin
	 ～客室を豊かな空間に変える世界初の3in1スマートライト～

4 15:00 ～ 15:45　hi Japan
「Try	NEW	handy	～ handy の新機能と新型スマートドックを体験～」

5 16:00 ～ 16:45　SmartHR
～社会保険・雇用保険の手続きを自動化するクラウド人事労務ソフト～

6 17:00 ～ 17:45　ナバック
～ホテル業界に特化したサイバーセキュリティサービス、

								GDPR の概要とナ　バックの対応案～
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203　スリーエムジャパン㈱
204　ネスレネスプレッソ㈱
205　日本オラクル㈱
206　popIn ㈱
207　㈱エアウィーヴ
208　㈱ビジネスブレーン
209　シタテル㈱
210　㈱ユニカフェ
211　㈱インテージテクノスフィア
212　三菱電機エンジニアリング㈱
213　㈱タップ
214　㈱イワタ
215　hi Japan ㈱
223　㈱ナバック／㈱ワコム 
225　ソロフレッシュコーヒーシステム㈱ 
227　㈱ミライト
229　鉄道情報システム㈱
231　㈱ SmartHR
233　ラッカスネットワークス
235　㈱かんざし

出展予定企業： [RNV] リノベーション企業 / [IT] IT 企業

[RNV] スリーエムジャパン㈱ 3M Japan Limited.[203]
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] ネスレネスプレッソ㈱ Nestle Nespresso K.K.[204]
「" 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] 日本オラクル㈱　Oracle Corporation Japan [205]
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]popIn ㈱ popIn Inc.[206]
popIn Aladdin（ポップイン アラジン）は、多彩なコンテンツを搭載した世界初の
スマートライト。プロジェクター、スピーカー、シーリングライトが一体となってお
り、シーリングコンセントに取り付けるだけで、寝室でエンタメを楽しむ時間にも、
子どもたちと素敵な思い出をつくる時間にもできます。
①大画面のスクリーン 　40 インチ～ 120 インチ以上のスクリーンを投影できる高
品質プロジェクター搭載。YouTube や AbemaTV などを始め、様々なオリジナル
コンテンツを楽しめる。
②テレビ番組も投影可能 　専用アプリで自宅のレコーダーと連携すれば、放送
中のテレビ番組や録画した番組も大画面で視聴可能。
③ LED シーリングライトには、6 段階の明るさ× 6 段階の色から選べる調光・調
色機能が搭載。

[RNV] ㈱エアウィーヴ airweave inc. [207]
㈱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] ㈱ビジネスブレーン Business Brain Co., Ltd.[208]
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。

[RNV] シタテル㈱ sitateru [209]
上質でデザイン性の高い館内着やアメニティグッズ、従業員ユニフォームをオリジ
ナルで制作致しております。社外向けの効果としては、宿泊施設のブランディング
や宿泊されるお客様の体験価値を向上することで、リピート率の UP に繋がります。
社内向けには、従業員満足の向上、採用課題の解決支援を致します。実績として、
渋谷にオープンし話題となったデザインホテル「TRUNK（HOTEL）」のオリジナルグッ
ズや、長崎県の五島列島にある「SERENDIP HOTEL GOTO」のスタッフユニフォー
ムのプロデュースをさせて頂きました。弊社は国内の縫製・生地工場等をデータベー
ス化しており、アパレルに精通した経験豊富な専属コンシェルジュがいます。お客
様ひとりひとりのニーズやアイディアを具体的な製品へと落とし込みます。展示商談
会では、実際にサンプルをご覧頂けますので、ぜひお気軽にお越しください。

[RVN] ㈱ユニカフェ Unicafe Inc. [210]
アメリカ市場シェア No.1を誇る一杯抽出型カプセル式コーヒーシステム“KEURIG®

（キューリグ）” を販売しています。優れた焙煎技術、味覚再現力により、様々な
有名カフェブランドの味わいをホテルの室内でも楽しむことができます。カプセル

（K-Cup®）はコーヒーに加え、紅茶や緑茶なども取り揃えております。K-Cup® を
入れてボタンを押すだけで、香り高いドリップコーヒーをお楽しみいただけます。
また、一杯ずつ抽出するので、ロスが出ません。抽出後はカプセルを捨てるだけ。
清掃の手間も省けて、管理が簡単です。高い品質基準で、鮮度の高い状態でお
届けするキューリグシステムを是非お試しください。

[IT] ㈱インテージテクノスフィア Intage Technosphere Inc. [211]
インテージテクノスフィアは、観光業界における 30 年以上の実績と深い業界知
識によって、業界の精算領域に特化したシステム構築と運用を多数のお客様にご
提供しています。　　今回、宿泊施設と旅行会社間の発売精算明細書がサイト
上で確認できる「i-tra ビリングサービス」、さらに、データをダウンロードして自
社システムに取り込むことで、売掛金の照合・消込に利用できる「統一フォーマッ
ト変換サービス」をご紹介いたします。また、昨今、話題の VR を活用した新た
な販促ツール（コンシェルジュ支援ツール）もご紹介いたします。お客様個々の
課題に耳を傾け、多くの課題解決を心がけて参ります。ぜひ、お立ち寄りください。

[RNV] 三菱電機エンジニアリング㈱　Mitsubishi Electric Co., Ltd.[212]
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] ㈱タップ Tap Co., Ltd. [213]
1987 年の設立以来、ホテル業界に特化したトータルシステムを全国 900 施設超
えるホテル・旅館へ導入しております。販売、導入はもちろん、開発から保守に

近畿ホテル・旅館業界 IT&リノベーション展示商談会（第二回）
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

株式会社リゾートマーケティング主催による「近畿ホテル・旅館業界 IT& リノベーション展示商談会 ( 第二回 )」
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/tenjikai.php?tid=24

開催日時：2019 年７月 10 日 ( 水 )　
　　　　　11：00 ～ 18:30
会　　場：京都東急ホテル
　　　　　客室フロア ( ２階予定 )
〒 600-8519 京都府京都市下京区堀川通五条下ル 　TEL: 075-341-2411
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=24
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



ホテル・旅館業界
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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@hotel-tenjikai.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2019年は日本7都市(札幌、東京、TDL(
浦安)、京都、USJ(大阪)、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

ヒルトン東京ベイ

ホテル日航福岡

ホテル京阪ユニバーサルタワー

ホテルニューオータニ・ガーデンタワー

ロワジールホテル那覇

　

201９年  展示商談会開催予定

第1回：１月23日(水)  
近畿(京都)(第1回)/京都東急ホテル

第2回：２月６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10日(水)
北海道(札幌)(第1回)/札幌グランドホテル

第4回：５月14日(火)  
九州(福岡)/ホテル日航福岡

第5回：６月26日(水)
TDL(浦安)/ヒルトン東京ベイ

第6回：７月10日(水)
近畿(京都)(第2回)/京都東急ホテル

第7回：９月４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23日(水)
北海道(札幌)(第2回)/札幌グランドホテル

第9回：11月20日(水)
USJ(大阪)/ホテル京阪ユニバーサルタワー

第10回：12月３日(火)
関東(東京)/ホテルニューオータニ・ガーデンタワー


