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第４回 ： 4月12日(水)
沖縄(那覇)(第二回) / ロワジールホテル那覇
　

2023年展示商談会開催予定

第１回 ： 1月18日(水)
沖縄(第一回) / ホテル日航アリビラ

第２回 ： 2月15日(水)  
九州(福岡)(第一回) / ホテル日航福岡

第３回 ： 3月8日(水)

第５回 ： 5月10日(水)
中部(名古屋) / 名古屋観光ホテル

第６回：6月14日(水)
北海道(札幌)(第一回) / 札幌グランドホテル

第７回：7月12日(水)
沖縄(那覇)(第三回) / ノボテル沖縄那覇

関西(大阪) (第二回) / リーガロイヤルホテル

第８回：9月13日(水)
九州(福岡)(第二回) / ホテル日航福岡

第10回：11月8日(水)
北海道(札幌)(第二回) / 札幌エクセルホテル東急

第11回：12月6日(水)
関東(東京)(第一回) / ロイヤルパークホテル

第９回：10月4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

ホテル・旅館業界 IT&リノベーション
展示商談会2023

www.hotel-tenjikai.jp

株式会社リゾートマーケティング
代表取締役　星　栄悦

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
2023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。
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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(第一回)」を
開催致します。

1407 ㈱アクアビットスパイラルズ  Aquabit Spirals Inc.

1411 (株)ミライト・ワン  MIRAIT ONE Corporation 

1417 ㈱SmartHR  SmartHR, Inc.

1421 ㈱ゴタス  Gotas CORPORATION 

1425  サン・パシフィック・エンタープライズ㈱
 San Pacific Enterprise Co., Ltd.

1429 ネスレネスプレッソ㈱ 
 Nestle Nespresso K.K.

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. [1404]
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
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取
得。ホテル様の販売促進としてのご提案①「ミラブルシャワー体感宿泊パッケージ
プラン予約」②「高濃度酸素水でお客様の健康と美容に」③「NIPLUXでリラックス
を」④「今治タオルプラン」等々、ホテル様の販促にお役立て頂ければと思います。

[IT] ㈱アクアビットスパイラルズ　Aquabit Spirals Inc. [1407]
スマートプレート™（モノとネットを繋ぐ、電源もアプリも不要の新しいデバイス。
NFCタグまたはQRコードを使ってスマホで簡単にデジタルコンテンツを取得でき
ます。）を使った次世代型評価ツールをご提案します。ホテルや飲食店などで、お客
様からのアンケート・フィードバックをリアルタイムに取得することができます（多
言語対応可）。このお客様からの“声”は、メールやSlackなどでリアルタイムに管理
者に伝えることができますし、評価は自動的に集計され、BIツールで可視化されま
す。アンケートの回答率アップ（コストの削減）、集計業務の軽減、レピュテーション
向上の効果が期待できます。ブースにて、具体的な活用事例などをお話致します。

[RNV] ㈱オールラウンドティーカンパニー All Round Tea Co., Ltd. [1408]
ダウエグバーツは1753年創業の、169年続いている世界で一番歴史の長いコー
ヒーブランドです。去年初めて日本に入ったきたコーヒーブランドです。オラン
ダ国内ではロイヤルの称号を得ております。ロイヤルの称号を得るためには、
100年以上の歴史があり、オランダ国内でシェアNo1、国にとって有益がどうかが
判断され、1業種に1つのブランドしか選ばれません。ダウエグバーツは付加価
値を保つため、アジアへの輸出を今まで行っておらず、日本の方にはまだ知られ
ていない希少価値のあるコーヒーブランドです。使っている豆もほとんどが、環
境に配慮したUTZ認証を得ているのも特徴です。SDGsに即した商品を探してい
る方にもオススメです。ジェイコブダウエグバーツ社が、このUTZ認証のコーヒ
ー豆の最大の購買会社です。さらに、アメニティー用としても、スティックタイプ
のご用意がございます。こちらもUTZ認証の商品もご用意がございます。

[IT] ㈱ミライト・ワン　MIRAIT ONE Corporation [1411]
「Wi-Fiが繋がりにくい」、「感染症対策が大変！」といったお悩みはございません
か。70余年、公共通信インフラを支え続けてきたミライトは、ホテルや旅館とい
った宿泊施設様向けにWi-FiやPBXといったネットワークにおけるゲストへのラ
ストワンマイルを提供してまいりました。5G/IoT時代を迎えた今、光ケーブルや
電力ケーブルを活用した柔軟な通信方式、Wi-Fi6といった新しい技術、そして客
室タブレット イータブ・プラス®というサービスで、宿泊施設様のDX(デジタルト
ランスフォーメーション)を推進します。

[RNV] ㈱LIXIL 　LIXIL Corporation [1412]
「ゲストにより上質なくつろぎを。キャストに作業の快適性を」LIXILは、住まいの水
回り製品と建材製品を開発・提供する企業です。今回は浴室事業部（ユニットバス

や浴室関連アイテム）の出展です。住宅だけではなく、多くのホテルの浴室空間を
作り上げてきたLIXILならではの水まわり空間設計でお客様とスタッフそれぞれに、
安心と快適を提供します。新しい衛生・清掃レベルの実現に貢献するLIXILの実現
力。洗面独立型のアウトベイシンスタイルをはじめ、清掃性や使いやすさが向上
した3in1ユニットバスなど、水まわりに精通したLIXILだからできる確かな技術と
幅広い提案力で、これからのホテルに求められる水まわり空間を叶えます。

[RNV]㈱エアウィーヴ  airweave inc. [1414]
㈱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。

[IT]㈱SmartHR  SmartHR, Inc. [1417]
SmartHRは、3年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。雇用契約や
入社手続き、年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとし
て蓄積。また、勤怠管理システムや給与計算システム等との連携により、様々な
データの一元管理も可能に。さらに、SmartHRに溜まった従業員データを活用し
た「人事評価」「従業員サーベイ」などの人材マネジメント機能により、組織の活
性化や組織変革を推進。すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。
SmartHRは、煩雑で時間のかかる人事・労務業務から経営者、人事・労務担当者、
従業員を解放し、企業の生産性向上を後押しします。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ『HRTechクラウド市場の実態と展望 2020
年度 労務管理クラウド部門』  ※2021年10月14日現在

[IT]㈱ビズウェザー   Biz Weather Co., Ltd. [1418]
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
提供いたします。
・お客様との関係深化（Hospitality）
・一層の安心安全の確保（Safety）
・業務の変革・更なる効率化（Transformation）
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、新たな機器調達は不要です。

[RNV]㈱ゴタス   Gotas CORPORATION [1421]
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]㈲ケーアンドケーメディカル   K&K Medical Ltd. [1422]
＊屋外に設置したソファが濡れても乾かなくなった。
＊プールサイドのマットがカビで真っ黒。
＊ワインや料理の汚れが取れない。
＊日差しが強くて色あせが激しい。
上記のお悩みすべてご相談ください。ケーアンドケーメディカルは医療用具の
開発から派生したオンリーワンの特殊撥水、防汚、防カビ、耐紫外線などの加工
を屋外家具に施す技術を提供し、過酷な環境下での常設を具現化しております。
是非会場でその効果をお確かめください。

[RNV]サン・パシフィック・エンタープライズ㈱
San Pacific Enterprise Co., Ltd.[1425]
沖縄の環境と文化を護るSDGsご当地アメニティ『KANASAN』ブランドを発表。
田畑の赤土流出を防ぎ珊瑚の白化（＝死滅）を防ぐ植物『月桃』・『ベチバー』や、
県産で産業化が期待される『タマヌオイル』・『バタフライピー』等を配合したバ
スアメニティ。客室POPでこれらの素材と意味を知って頂き、お土産需要に繋げ
るプロジェクト。収益の一部を各ファーム・就労支援施設や、伝統文化ながら後
継者＆原料不足で絶滅危惧となっている三線の保全等に寄付し産業創出と伝
統文化保全の実現を目指します。今後県下SDGｓ取組を目指すパートナー企業
とコラボし修旅・MICE誘致や各種イベント等も画策中。
これまでコストでしかなかったバスアメニティを本KANASANプロジェクト製品
に切り替える事で、アメニティのみならずTシャツ・エコバッグ・化粧品・飲食物等
様々な土産需要に繋げ客単価UP、収益向上のお手伝いを致します。

[RNV]三菱電機エンジニアリング㈱ Mitsubishi Electric Co., Ltd.[1426]
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]ネスレネスプレッソ㈱   Nestle Nespresso K.K. [1429]
「"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]三井化学㈱   Mitsui Chemicals, Inc. [1430]
「ポジカ®くっきり™️フィルム」は、三井化学が開発した「くっきり™️色素」技術を
用い、世界を美しく変えるウィンドウフィルムです。本フィルムを眺望のよいフロ
アの窓に貼ると、青空や海、緑の木々や赤い花などが、自然かつ色鮮やかに感じ
られたり、青空に浮かんだ雲の白さがより白く感じられたりします。ショーウィン
ドウに貼ると、商品が、自然かつ色鮮やかに感じられます。また本フィルムには、
ガラスの飛散を防止する機能、日焼けやインテリアの退色を抑制するUVカット
機能があります。これまでの窓、ショーウィンドウに施工させて頂くことで、お客
さまに美しい眺望やショッピングをお楽しみ頂くための特別な空間をお届けす
る、お手伝いができますと幸いです。

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。

① 11:00～11:45 日研　
 より多くのお客様獲得&満足度アップ　～新たなプランをご提案～

② 12:00～12:45  三井化学
 ～世界を美しく変えるガラス飛散防止フィルム　
 　ポジカくっきりフィルム～

③ 13:00～13:45  サンパシフィック
 収益を産むSDGｓご当地アメニティ「KANASAN」

④ 14:00～14:45  オールラウンドティーカンパニー
 ～世界で一番歴史の長いコーヒーブランド「ダウエグバーツ」～

⑤ 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～

⑥ 16:00～16:45  SmartHR
 今から取り組む！コロナ後を見据えた人手不足解消セミナー
 ～ペーパーレスで業務効率化し、変化に強い組織への第一歩とは～

⑦ 17:00～17:45  LIXIL
 ～お客様も清掃スタッフも喜ぶ水回りプラン～

http://www.hotel-tenjikai.jp/tenjikai.php?tid=62

沖縄ホテル・旅館業界IT&リノベーション展示商談会(第一回)

開催日時：2023年1月18日(水) 11:00～18:30　
会場　　：ホテル日航アリビラ　客室フロア(4階予定)

〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600　TEL: 098-982-9111

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.hotel-tenjikai.jp/entry.php?tid=62

〈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

1404 ㈱日研 
 Nikken Dental 
 Laboratories Co.,Ltd. 
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 カンパニー
  All Round Tea Co., Ltd. 

1412 ㈱LIXIL
  LIXIL Corporation

1414  ㈱エアウィーヴ 
 airweave inc.

1418  ㈱ビズウェザー  Biz Weather Co., Ltd.

1422  ㈲ケーアンドケーメディカル 
 K&K Medical Ltd.

1426  三菱電機エンジニアリング㈱  
 Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd.

1430 三井化学㈱  Mitsui Chemicals, Inc.

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

無料セミナー
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