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見本市
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シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

ホテル日航福岡

ホテル・旅館業界
I T&リノベーション
展示商談会2022
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2022年は日本5都市(札幌、東京
、大阪、福岡、那覇)にて11回(1月、2月、3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。

沖縄 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

株式会社リゾートマーケティング
代表取締役 星 栄悦

ロワジールホテル那覇

2022年展示商談会開催予定
第１回：３月15日(火)
ザ パーク フロント ホテル アット
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

沖縄(第一回)/シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

第２回：４月６日(水)

九州(福岡)(第一回)/ホテル日航福岡

第３回：４月13日(水)

沖縄(那覇)(第二回)/ロワジールホテル那覇
ホテルニューオータニ・ガーデンタワー

第４回：５月11日(水)

関西(大阪) (第一回)/ ザ パーク フロント ホテル
アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

第５回：５月18日(水)

関東(東京)(第一回)/ホテルニューオータニ・ガーデンタワー

第 ６ 回 ： ６ 月 1 5 日 (水)
札幌グランドホテル

北海道(札幌)(第一回)/札幌グランドホテル

第７回：７月13日(水 )

沖縄(那覇)(第二回)/ノボテル沖縄那覇

第８回：９月14日(水)

九州(福岡)(第二回)/都ホテル博多
ノボテル沖縄那覇

第９回：10月５日(水)

関西(大阪) (第二回)/ホテル京阪ユニバーサルタワー

第10回：11月16日(水)

北海道(札幌)(第二回)/札幌グランドホテル

第11回：12月７日(水)
都ホテル博多

関東(東京)(第二回)/ホテルニューオータニ・ガーデンタワー

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

〒332-0016 埼玉県川口市幸町 1-13-18-503

栄悦

TEL: 090-2141-8210 FAX: 048-252-8322
ホテル京阪ユニバーサルタワー

E-mail: eddie@hotel-tenjikai.jp

COURTESY: LOISIR HOTEL NAHA

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）
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 ( 第二回 )」
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開催日時：2022 年４月 13 日
11：00 ～ 18:30

(水)

934

916

場：ロワジールホテル & スパタワー那覇
（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=54
〒 332-0016 埼玉県川口市幸町 1-13-18-503
TEL: 090-2141-8210 FAX: 048-252-8322

909 ㈱アルメックス

935

915

栄悦
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11:00 ～ 11:45 SOCIALPORT

～トラベルインフルエンサーでローコスト SNS 拡散～

12:00 ～ 12:45 サンパシフィック
～ご当地アメニティで社会貢献と売上 U P のご提案～

13:00 ～ 13:45 日研～感染症対策と新たな「おもてなし」のご提案～

14:00 ～ 14:45 クラウドイット～クラウドイットが提案するホテルシス
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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
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テムインテグレーションー Shiji 社とのパートナシップ～

15:00 ～ 15:45 エアウィーヴ～寝具で売上を上げ、コストを下げる～
16:00 ～ 16:45 インテージテクノスフィア

952 三菱電機エンジニアリング㈱
[ エレベーター前 ] ㈱ビズウェザー
929
928

924
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～経理業務の DX 即戦力「統一フォーマット変換」のご提案～

17:00 ～ 17:45 TrustYou ～「アフターコロナ時代も、クチコミを味方に
して選ばれるホテルへ」～

出展予定企業：[RNV] リノベーション企業 / [IT] IT 企業
[RNV] ㈱日研

Nikken Dental Laboratories Co.,Ltd. [902]

世界初の特許取得した除菌・消臭剤「ジーミスト」客室の除菌・消臭を完璧にす

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、

[RNV] ㈱エアウィーヴ airweave inc. [910]

[RNV] 河淳㈱ KAWAJUN Co., Ltd. [948]

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

㈱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

デザイン性の高いオリジナル客室備品と家具、カーテン、ビュッフェアイテム等を

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

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

トータルでご提案いたします。ここ数年は、インバウンド向けのアパートメントホ

だ製品を是非ご体験ください。

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

テルやホステルが急増しており、2 段ベッドの特注製作や造作家具についても実

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

績が増えてきました。客室、ロビー、ビュッフェシーン、バックヤードなどそれぞ

る商品です。歯科医療、病院で院内感染対策として実績があり、あらゆるニオイ
・
菌・ウィルスを瞬時に分解いたします。新型コロナウイルス不活性化エビデンス

[IT] ㈱インテージテクノスフィア Intage Technosphere Inc. [906]

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

れの空間に合わせてオリジナル商品を中心にトータル提案が可能です。これらの

取得。もう一つはホテル様の販売促進としてのご提案「ミラブルシャワー体感宿

インテージテクノスフィアは、観光業界の精算領域に特化したシステム構築や運

め、清潔でお手入れも簡単である。

商品を是非、手にとって確かめて頂きたいです。皆様のご来場を心よりお待ちし

泊パッケージプラン予約」です。CM で話題のウルトラファインミスト
「ミラブルシャ

用サービスなどを多数のお客様にご提供しております。今回、宿泊施設と旅行会

ワー」をご提案させていただきます。①お客様が体感出来るホテルに宿泊したい

社 & 国内・海外 OTA 間の精算データを統一されたフォーマットでご提供する「統

[IT]TrustYou ㈱

というご要望。②他ホテルとの差別化。③ホテル様の水使用量の削減（シャワー

一フォーマット変換サービス」をご紹介いたします。変換サービスの導入により売

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、

[RNV] 三菱電機エンジニアリング㈱

使用量 50% 削減）等々、ホテル様の販促にお役立て頂ければと思います。

掛金の照合・消込作業の業務効率化が期待できます。その他、DX 推進コンテン

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。

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

ツ「AIxOCR」や情報配信アプリサービス「ぷらり」などもご覧いただけますので、

また、TrustYou ( トラスト・ユー ) は、Google でホテル検索をした際に Google

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

ぜひお立ち寄りください。

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

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

している。Skyscanner( 日本語版 )、KAYAK( 日本語版 )、Travel.jp/Hotel.jp( 日

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

[RNV] サン・パシフィック・エンタープライズ㈱
San Pacific Enterprise Co., Ltd. [904]

ております。
TrustYou K.K.[945]
Mitsubishi Electric Co., Ltd.[952]

これまでコストでしかなかったバスアメニティに生産性を持たせ収益 UP を図り、

[IT] ㈱サイグナス SCIGNUS Co., Ltd.[907]

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

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

更に地域環境・経済・文化保全に繋がるプロジェクトをご紹介。沖縄県産原料を

iRATE Explorer( 客室料金 WEB 巡回調査ソフトウェア )、MARKS Navigator( レベ

て表示されており、多くの旅行者に影響を与えている。

ジなどホテル向け製品も展示する。

使用、高生分解性処方にて沖縄の調香師＋元沖縄在住のデザイナーとタッグを

ニューマネジメントソフトウェア )。
[IT] ㈱コネクター・ジャパン CNCTOR JAPAN INC.[946]

[IT] ㈱ビズウェザー Biz Weather Co., Ltd. [ エレベーター前 ]
宿泊施設様向けに開発した気象情報サービスです。宿泊施設様に次の価値を提

組み開発。このアメニティからゲストにご当地感・沖縄愛を感じて頂き、ショップ
売上 UP。また旅行会社・エンタメ企業＋原料生産農家等とタイアップして収穫や

[IT] クラウドイット㈱ CLOUD IT, Inc. [908]

当社は宿泊施設に特化した LINE@ 正規代理店として、宿泊施設が課題に感じて

植樹体験を組み込んだツーリズムで集客を企画。収益を赤土流出防止植物の植

FCS Computer Systems Limited

いたリピーター獲得のお手伝いを致します。LINE 経由で簡単予約ができる「リ

供いたします。

樹によりサンゴを保全する活動や、原料や職人が減り絶滅危惧の三線文化を守

「ホテルのグローバル化をお手伝い」するクラウドイット㈱がホテルソリューション

ピッテ」等 LINE@ の Message API を活用した様々な仕組みをご用意しております。

・お客様との関係深化（Hospitality）

る活動に寄付を計画しております。ご採用頂いた施設には、弊社パートナーのト

のグローバルベンダーと共同出展します。まずはハウスキーピングやジョブディス

ぜひデモンストレーション（実機体験）で、貴施設のリピーター向け施策として

・一層の安心安全の確保（Safety）

ラベルインフルエンサーをご紹介し低価格効率的な PR と自社直サイトへの誘導

パッチの FCS 社ソリューション、またグローバルホテル業界で、POS のみならず

貢献できるかをご判断ください。

・業務の変革・更なる効率化（Transformation）

等をサポートします。その他リサイクルプラ・プラ削減ボトル、８つの SDG ｓに

各方面でその存在感を増す Shiji Japan 社。またレベニューマネジメントの世界

取り組んでいる Dilmah 紅茶や 40 〜 70％節水ウルトラファインバブルシャワー

的最大手である IDeaS 社のソリューション紹介も行います。クラウドイット（株）

[IT] ㈱ザ・レジェンド The Legend Corporation [947]

に関する傾向、荒天時に点検・行動すべき ToDo リストなど、気象データを加工

ヘッド等を展示予定。

は様々なグローバルソリューションのインテグレーションについてのご相談にも応

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

した現場業務に役立つコンテンツを取り揃えております。また、熱中症予防に有

じることができます。

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

益な情報や地点ピンポイントの日の出・日の入り時刻、さらには施設周辺で開催

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

されるイベント情報なども提供いたします。各情報にはイラストやイメージを多用

[RNV] ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 Newell Brans Japan G.K.[905]

通常の天気予報に加えて、天候の影響を受けうるタクシー手配やレストラン稼働

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

[IT] ㈱アルメックス ALMEX Inc.[909]

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

し、気象に関する専門知識を要すことなくご理解いただけるようにデザインして

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

PMS：ウインカル、備品：冷蔵庫、ドライヤー、IC( 錠 )、精算機：TEX-2800、デ

さい。

います。インターネットが閲覧できるご使用中の端末が活用でき、新たな機器調

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

ジタルサイネージ、VOD、PAY-TV。

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

達は不要です。

