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出展予定企業： [RNV] リノベーション企業 / [IT] IT 企業

[IT]Boost Japan ㈱　Boost Japan K.K. [902]
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] ㈱ WOWOW プラス　WOWOW PLUS INC. [903]
当社は客室テレビサービスをトータルプランニングいたします。「CNN」、「BBC」、

「WOWOW」などのニュース、エンタメチャンネルから、独自構築の IP 伝送方式
により、従来のアンテナでは受信が難しい様々な国のチャンネルをニーズに合わ
せてご提供いたします。またそれら放送サービスを始め、館内情報、宿泊約款、
レストラン案内、さらに無数のアプリサービスなどをシームレスに操作できる新
世代型 VOD システムの導入構築をご提案いたします。

[RNV] ㈱フィールトラスト Fieltrust Corporation.[904]
弊社は「IZUMO-PBX」というクラウド型 PBX を開発、販売しています。PBX をク
ラウド化することで、客室の数だけ高額になる PBX ハードウェアのリプレイスコ
ストが一切不要に。また客室電話に関してもアナログタイプではなく LAN ケーブ
ルで接続できる IP 電話機や WIFI 接続にてスマホ、タブレットを内線に参加させ
ることも可能。機能面に関しては客室清掃管理システムにてリアルタイムに清掃
ステータスを閲覧したり、モーニングコール、外線料金計算、勤怠管理機能など
ホテル運用に必要な機能が充実。さらに従業員のスマホも内線に参加できる為、
PHS の置き換えも可能で、ホテルの電話に関わるコストを大幅に圧縮できます。

[RNV] ㈱エアウィーヴ airweave inc. [905]
㈱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「エア
ウィーヴ」を製造販売。今回はフォーシーズンズ丸の内に導入されているエア
ウィーヴや、加賀屋に導入されている和室用四季布団と枕を出展する。復元力が
高く寝返りがしやすく、睡眠中の身体への負担を和らげ、通気性抜群で夏は蒸れ
にくく、そして冬は暖かい。汚れたらカバーだけでなく中の素材も水洗いできるた
め、清潔でお手入れも簡単である。

[RNV] ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン㈱ 
Newell Rubbermaid Japan Ltd.[906]
ラバーメイドコマーシャルプロダクツは、アメリカバージニア州に本部を置き、厨
房、清掃・ごみ処理、物品搬送等の現場を支援する製品を製造・販売し、50 年
の歴史を有します。”Work Smarter. ” をコンセプトに、機能性、デザイン性、耐
久性にこだわった製品を取り揃えております。今回、宿泊施設向けに、ハウスキー
ピングカート、客室清掃用コンパクトカート、リネン回収カート、新型清掃ツール、
野菜等の廃棄ロス削減効果がある食品保管コンテナをご提案します。 作業の効
率化を追求しつつ、機能への “ こだわり ” や “ デザイン ” という楽しさも盛り込ん
だ製品を是非ご体験ください。
[RNV] 小林製薬バリューサポート㈱ Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
TVCM でおなじみの香りでごまかさない本物の消臭剤「無香空間」シリーズから、
業務用ニーズに対応したミストタイプを発売しております。宿泊施設で特にお悩み
の「タバコ臭」や「体臭」に強い消臭効果を発揮いたします。また、除菌効果もあ
りますので衣類や客室の空間だけでなく、ベッド・カーテン・トイレ周りなど、宿
泊施設内で色々と幅広くご使用いただけます。ただ今、御社のロゴが入ったオリジ
ナルデザインボトルも提供しております。是非、弊社のブースにお立ち寄り下さい。

[IT] クラウドイット㈱ CLOUD IT, Inc.[907]
NEC ネッツエスアイ㈱ NEC Networks & System Integration Corporation

「ホテルのグローバル化をお手伝い」するクラウドイット㈱と「ホテルの総合 IT ソ
リューションパートナー」である NEC ネッツエスアイ㈱が共同でホテルビジネスの
入り口であるブッキングエンジンからエクスプレスチェックイン・チェックアウト、
クレジットカード処理、館内の生産性向上のためのソリューションまで幅広くご紹
介いたします。日本流の業務方法論だけではインバウンド時代の業務処理はゲス
トニーズに追いつかないこともあります。トータルソリューションの中で自館で取
り組みやすいテーマを見出し、ご参考いただければと思います。

[IT] ㈱サイグナス SCIGNUS Co., Ltd. [908]
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] ㈱タップ Tap Co., Ltd. [909]
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
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。

[IT]hi Japan ㈱　hi Japan, Inc. [910]
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。

[RNV] ネスレネスプレッソ㈱ Nestle Nespresso K.K.[645]
「" 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。

[RNV] ㈱ゴタス Gotas CORPORATION [946]
ホテルに香りのサービスを提供します。ロビーでの空間演出、オリジナルの香り
を使用したアメニティや客室アイテムの展開。香りのお土産や、ケーキ・ベーカリー
の販売促進など、これまでにない香りを使った多角的なご提案をいたします。ま
た、客室やエレベーターのクーラーの消臭等も行います。
[RNV] サン・パシフィック・エンタープライズ㈱ Sun Pacific Enterprise Co.,Ltd
これまでの海外ブランドバスアメニティに加え、今回は SPA 向けブランド化粧品
を出展。Suite・Club lounge などに向けた高付加価値製品や、競合他社と差別
化を図れる製品・サービスをご用意しお待ち申し上げております。

[IT] ㈱空　SORA, Inc.[947]
空が提供する MagicPrice は、かんたんな操作で毎日の客室料金設定を可能にす
るホテル向けレベニューマネジメントサービスです。MagicPrice は、周辺の競合
ホテルやイベントの情報、自社ホテルの販売傾向や予約状況など、料金設定に
必要な需要予測情報を自動収集・分析し、AI がおすすめの料金設定を提案します。
最終決定したら、サイトコントローラ経由で旅行予約 WEB サイトの料金更新も
可能なので客室料金設定がぐっとシンプルに行えるようになります。MagicPrice
を導入したホテルでは、レベニューマネジメントの業務時間を大幅に短縮し、お
もてなしやホテル成長のための戦略立案に集中できています。また、直感的な
UI は、客室料金設定を行う現場の方々にとても好評です。

[IT] 鉄道情報システム㈱ Railway Information Systems Co., Ltd. らく通 with [948]
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] 三菱電機エンジニアリング㈱　Mitsubishi Electric Co., Ltd. [952]
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。

無料セミナー [901]
① 14:00 ～ 14:45 空 

　～AI でホテルのレベニューマネジメントを支援するMagicPrice ～
② 15:00 ～ 15:45  hi Japan

　～顧客満足度だけじゃない”handy”によるホテルの課題解決とは～

③ 16:00 ～ 16:45 　エアウィーヴ
　～寝具で売上を上げ、コストを下げる～
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株式会社リゾートマーケティング主催による「沖縄ホテル・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/tenjikai.php?tid=25

開催日時：2019 年９月４日 ( 水 )　
   11:00 ～ 18:30
会場　　：ロワジールホテル那覇
　　　  　客室フロア ( ９階予定 )　
〒 900-0036 沖縄県那覇市西 3-2-1 TEL: 098-868-2222

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=25
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

沖縄ホテル・旅館業界 IT&リノベーション展示商談会（第二回）
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ホテル・旅館業界
 IT&リノベーション
展示商談会201９

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


