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企画営業部
出展に関する
お問合せは

www.sogo-unicom.co.jp/　　弊社ホームページで詳しい情報がご覧いただけます。
［月刊］

同 時 開 催

新業態ホテル・カプセル・民泊・リゾート・グランピング開発ゾーン

新業態開発・既存事業活性化・NEWビジネス発見市場

2018

2018年10月15日（月）・16日（火） 10:00～17:00
東京ビッグサイト ［西1ホール］

別途お申し込みとなります。

350,000円（税別）

432,000円（税別・出展小間料金含む） 832,000円（税別・出展小間料金含む）

出展申込要領開催概要
■お申込みについて
①別添の「レジャーホテルフェア2018出展申込書」に必要事
項をもれなくご記入のうえ、事務局までお送りください。
FAX 03-3564-2560

②申込締切：2018年6月29日（金）

■出展について
①小間配置（小間割）は事務局が行ないます。
②共同出展の場合、ガイドブック掲載は1社となります。複数社
掲載をご希望の場合は別途有料（1社につき50,000円・税
別）となります。

③小間の転貸・売買・交換は一切できません。
④事務局は、本展示会の開催主旨にふさわしくないと判断した
場合はご出展をお断りする権利を持っています。

⑤展示で水道（給排水）を利用される場合は、出展申込時に弊社
営業担当者までお伝えください。

⑥独立小間のご出展は、6小間以上のお申込みを原則とさせて
いただきます。

■出展料のお支払いについて
①出展申込書が到着次第、事務局より請求書を発行いたします。
　なお、お支払い期限は2018年8月31日（金）となります。
　期限内に事務局にてご入金が確認できない場合は、出展を　
　取消すことがございますのであらかじめご了承ください。

　※銀行振込手数料は出展社にてご負担いただきます。
　※手形によるお支払いはご遠慮いただいております。
②出展申込後の取消、解消は原則としてできません。
　ただし、事務局が止むを得ないと判断した場合はキャンセル
　料を下記の基準によりお支払いいただきます。

2018年6月30日（土）～8月31日（金）     出展料の  50％
2018年9月1日（土）以降    出展料の100％

みずほ銀行　銀座支店
普 通 預 金 　No.1955627
口　座　名　綜合ユニコム株式会社

お振込先

■名称：レジャーホテルフェア2018
■会場：東京ビッグサイト 西1ホール
 東京都江東区有明3-11-1
■会期：2018年10月15日（月）10：00～17：00
　　    2018年10月16日（火）10：00～17：00
　※搬入日：10月14日（日）  9：00～21：00　　
　　搬出日：10月16日（火）17：00～21：00
■出展料金：1小間　350,000円（消費税別）
　※ガイドブック掲載料（カラー 1/3ページ）含む
■主催：綜合ユニコム株式会社『季刊レジャーホテル』
■入場形式：限定招待制（入場無料：招待券配布）
■同時開催：
　レジャーホテルマネジメントセミナー2018
　レジャー＆サービス産業展2018
■出展社説明会：2018年8月上旬（予定）
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・1小間サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m

・基本設備：システムパネル、社名板（ゴシック体）

［価値創造］

http://www.sogo-unicom.co.jp 

2018

・小間サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
・基本設備：①社名板（ゴシック体）　②パラペット　③パンチカーペット　④受付カウンター
 ⑤パイプ椅子　⑥展示用テーブル（白布付）　⑦貴名受け　⑧蛍光灯（40w）
 ⑨コンセント1個（2口）　⑩パッケージに含まれている蛍光灯・コンセント分の
 電気幹線工事費および電気使用料　⑪ガイドブック掲載料

出展の
ご案内　※詳細につきましては、出展お申込後、事務局よりご案内いたします。 この要領に定められていない事項については「レジャーホテルフェア2018出展要項」に準じます（出展社説明会にて配布）。

　※お願い：火気・燃料・水素等「危険物品の持ち込み禁止行為解除」の手続きは、１か月前が許可申請の締切となります。 出展申込時にご相談ください。展示・実演内容によっては許可が下りない場合があります。
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［価値創造］̶ ̶レジャーホテルは、その特性を最大限に活かすマーケティン

グ＆デザインの進化が求められています。

2016年の訪日外国人は約2,403万人を数え、2017年は2,880万人（対前年比

120％）と予測されています。インバウンド需要の急拡大にともなうホテル客室の

供給不足と、宿泊マーケットの構造変化は、新規ホテル開発においてもミドル

クラス・ビジネスホテル・コンドミニアムホテル・簡易宿泊施設カプセル・ゲスト

ハウス・民泊など、多様なタイプ・業態へと拡大し差別化が図られています。

また、既存ホテルは、競合ホテルとの差別化と、老朽化した施設への再投資

が求められ、リノベーションに拍車がかかっています。そうしたホテル開発の

潮流のなかで、あらためてレジャーホテルは、その特性を活かした「新しい

価値の創造」が求められています。

本フェアでは、［価値創造］進化するマーケティング＆デザインをテーマに、

レジャーホテル事業の開発・投資・運営・リノベーションにかかわる最新設備

機器・システムとNEWサービスの展示会＆セミナーとして開催いたします。

また、併催展示会においても新規ホテル開発・投資・経営に意欲の高い

オーナー・事業者を対象とした新業態開発ゾーンを設置いたします。

“人”と“企業”と“情報”を結ぶビジネスミーティング＆マッチングの「場」に、

ぜひとも、各位のご参画を賜りますよう、ここにご案内申し上げます。

ホテル開発・イノベーション最新設備機器システム展示会＆セミナー

東京ビッグサイト  西1ホール
10月15日○・16日○月 火

Other

同時開催「レジャー＆サービス産業展2018」でも、新規ホテル開発・投資意欲の高い経営者・不動産企業を対象としたフォーラムを開催し、集客強化を図ります。

① ［価値創造］進化するマーケティング＆デザイン
 レジャーホテルのリニューアル・リノベーション投資

② 集客戦略を支援する新システム＆新アイテム
 SNS時代のスマホを活用した最新の集客手法

③ 人材不足対応とコスト削減・合理化
 省人化・省エネ・代行・多言語対応・ITオペレーション

④ 新顧客創造と新需要開拓（マーケティングシステム）
 インバウンド・ビジネス客・国内観光客・女子会などへの対応

⑤ 新業態転換（マーケティング・ターゲティング・ブランディング）
 ターゲットをセグメンテーションした戦略的ホテル投資・計画
 顧客ニーズを把握した新しいホテル開発

ホテル空間の「価値創造」を実現する
最新設備機器・新サービスをご提案下さい

進化するレジャーホテルの開発・経営を
強力サポート

出展対象 出展募集小間数 300小間   ※レジャー＆サービス産業展出展社含む

＄

建築・設計・
施工・デザイン

経営
コンサルタント

コンピュータ・
弱電システム

インバウンド
対応システム

WEBシステム
集客

電子マネー 家具・
インテリア

浴室関連 寝装・寝具 用品・備品・
消耗品・アメニティ

飲食関連 消臭・脱臭・
香り

清掃・
メンテナンス

リネン
サプライ

LED照明 アミューズメント バラエティ
グッズ

イベント関連 美容 リラクゼーション人材・
アルバイト求人

その他映像 協会．団体 リフォーム 金融建材・素材セキュリティ

※N=5,946

※N=4,659

前回開催実績

レジャーホテルフェア2017　来場者層（来場者登録データより）

出展社数　125社 小 間 数　251小間 来場者数　10,605人

レジャーホテルフェア2017／レジャー＆サービス産業展2017
東京ビッグサイト 西3・4ホール　10月19日（木）・20日（金）開催

レジャー＆サービス産業展2017　来場者層（来場者登録データより・複数回答）

レジャーホテル施設
経営企業
役職内訳

その他
15.6％

レジャーホテル
経営企業
44.6％

レジャーホテル
関連企業
19.8％

その他宿泊
関連企業
10.3％

レジャー施設経営企業
不動産所有開発企業
9.7％

レジャー・サービス産業
メーカー・設備業者

不動産所有
開発企業

その他 レジャー・サービス施設経営企業

53.8％

15.6％

17.9％

12.8％

宿泊（ホテル・旅館）
ゲーム・アミューズメント
テーマパーク・遊園地
健康・スポーツ
ゴルフ場・ゴルフ練習場
アウトドアレジャー
カラオケ
複合カフェ
パチンコホール
ビューティ・リラクセーション

温浴施設
流通・物販
観光施設
飲食
福祉・介護
葬儀葬祭
その他

未来創造ビジネスミーティング

ご あ ん な い

［価値創造］進化するマーケティング＆デザイン

ライフスタイルホテル・カプセルホテル・ホステル・民泊・グランピングetc.
多様化する新業態宿泊施設のビジネスモデルの検証。

既存不動産のリノベーションで
バリューアップできる新業態をどう生み出すか。

拡大するインバウンドと多種多様な宿泊需要の「量」と「質」。
インバウンド4,000万人の宿泊ニーズは、どのようなハード＆ソフトが求められるのか。

多様化・差別化。進化するIoT・スマート化・省力化の最先端システムとは。
宿泊施設と新業態ホテルの開発・投資・経営・運営手法を探る。
またマンスリーマンション、シェアリングビジネスなど時代が生み出す

最新不動産活用ビジネスモデルを徹底研究。

ホテル・リゾート・民泊
新業態開発＆不動産活用

フォーラム2017

■開催日時　2017年 10月19日（木）10：20～16：20
 10月20日（金）10：20～16：00
■会　　場　東京ビッグサイト 西3・4ホール

内 特設会場

同 開時 催

未来創造ビジネスミーティング

無料公開

10月19日㊍ フォーラムＥ会場 10月19日㊍ フォーラムＤ会場10月20日㊎ フォーラムＥ会場
ホテル・リゾート・民泊 新業態開発＆不動産活用フォーラム2017 レジャー・集客事業の［開発］［新事業］［マーケティング］研究

○民泊を中心とする宿泊ビジネス法規制と規制緩和
○ビジネスモデルと事業計画上の指標
　ゲストハウス／カプセルホテル・ドミトリー／
　民泊マンション
○不動産選定のポイントと許認可条件

民泊・簡易宿所のビジネスモデルと事業計画の実際
──用途変更可能な不動産選定のポイント

12:20～13:10 ［宿泊事業×用途変更］E-3

いしい・くるみ●早稲田大学政治経済学部卒業。公益財団法人消費者教育支援センターに研究員として勤務後、法律
事務所勤務を経て、日本橋くるみ行政書士事務所を開設。宅建業、建設業、旅館業といった不動産ビジネスの許認可を
専門とし、民泊の許可・法務実務の第一線で活躍している。

石井 くるみ日本橋くるみ行政書士事務所　代表／
行政書士・宅地建物取引士

○2030年インバウンド6,000万人。世界に発信　
　するトップリゾート開発コンセプトとは何か
○「地の力」・「ソフトウエア」・「ホスピタリティ」を
　活かす。地域に根ざす差別化戦略
○高齢社会＆インバウンド富裕層のリピートを見据え
　た日本リゾートの創造
　パーソナルラグジュアリーリゾート・リゾートコンド
　ミニアム・ヴァケーションレンタルetc.

カトープレジャーグループ
世界発・日本リゾート創造へのプロデュースワーク
──スモールラグジュアリーリゾート「ふふ」シリーズ6施設展開

略戦と発開の」画計トーゾリドンライアーャジレプ崎長「  　

10:20～11:00 ［新業態ホテル・リゾート開発］E-7

かとう・ともやす●1965年大阪府生まれ。ホテル、フードサービス、スパ、ラグジュアリーリゾート、公共リゾート、エンタテインメントなどあらゆるレジャー
事業開発を行うプロデュース企業の代表取締役兼CEOを務める。大学在学中より父親である創業者加藤精一の事業に携わり、22歳のとき精一
氏の急逝により事業を承継。以来、多角的な視点からレジャー事業の総合的なプロデュースを手掛ける。グループ内には、多種多様な事業を展開す
るプロデュースチームが存在し、クライアントや投資家の方からの様 な々要望に対して、立地やニーズに合わせ変幻自在な業態開発を創出している。
年商規模220億円、総従業員数3,100名、年間500万人に及ぶ顧客を動員、数多くの企業とのパートナーシップを実現している。
代表的な事業として、「麺匠の心つくし　つるとんたん」「箱根・翠松園」「HEINZ BECK」「Echika fi t永田町」「天空LOUGE TOP of 
TREE」「九州の旬　博多廊」などがあり、Small Luxury Resort「熱海 ふふ」は2020年までに河口湖・日光・京都・強羅・奈良への

ワ（」DOHTEM GPK！うよしを事仕いし楽一界世「、）スクッブニワ（』材人の当本、いし欲が者営経『、に書著な主。るいてし定予を開展
ニブックス）がある。

加藤 友康カトープレジャーグループ
代表取締役兼CEO

○都市型・駅前立地、築24年複合ビルリニューアル
　～再生手法1号店「HOTEL・BAR グランティオス」
○1号店の3年後に2号店を敷地55坪に
　ホテル9階建36室・和の食事処・BARを新規オープン
　～2号店「HOTEL・BAR グランティオス 別邸」

JR大森駅前 都市型 駅前立地
「グランティオス」「グランティオス別邸」の成功事例

11:20～12:00 ［再生＆新業態ホテル］E-8

くわはら・よしひろ●㈱プラスエフ建築設計室は、ホテル・バー・レストランなど商業施設の企画・設計・デザインをトー
タルプロデュースし、リニューアルから新築まで幅広く立案する設計事務所。代表作に「deep blue東京・横浜」
全国の「WATER HOTELシリーズ」「ホテル・ココグラン高崎」「HOTEL・BARグランティオス」などがある。
同社では、これまで培ってきたノウハウ・実績をベースにホテルの新業態開発で新しい提案を続けている。

桑原 義弘㈱プラスエフ建築設計室
代表取締役

レジャー・サービス事業経営の生産性を革新せよ
──働き方改革の流れを契機に、無駄を数値化し改善へ

（参加費3,000円）10:20～11:20 ［市場観測］D-1

ないとう・こう●世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。中堅・中小サービス業の
生産性問題に詳しい。主な著書に『サービス工学入門（編著）』（東京大学出版会/2009年刊）、『サービス産業生産性向上入門－実
例でよくわかる！』（日刊工業新聞社／10年刊）、『「売れない時代」の新・集客戦略―コスト削減に向けた顧客モチベーション・マーケティ
ング』（東洋経済新報社/11年刊）、『サービス産業　労働生産性の革新 理論と実務』（旅行新聞新社／15年刊）等。

内藤 耕 工学博士
一般社団法人サービス産業革新推進機構　代表理事

不動産活用は「オペレーショナルアセット」の時代に
──差別化された「質的充足」が不動産価値を創出する！

（参加費3,000円） 11:40～12:40 ［新ビジネスモデル展開］D-2

まきの・ともひろ●東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行、ボストンコンサルティンググループを経て、三井不動産にてオフィスビルの開発、AM・PM、証券
化等に従事。三井不動産ホテルマネジメント出向の後、日本コマーシャル投資法人執行役員として東証上場。その後、㈱オフィス・牧野、オラガ総研㈱を設立し、
不動産事業の企画・プロデュース業務に携わる。主な著書に『空き家問題』『老いる東京、甦る地方』『民泊ビジネス』『マンション価値革命』等がある。

牧野 知弘 オラガ総研㈱／㈱オフィス・牧野　代表取締役

クチコミするファン=「アンバサダー」と
（参加費3,000円）13:00～14:00 ［新サービス発想］D-3

うえだ・さとし●商社にて建材を取り扱い、建設会社、設計事務所への営業活動に従事。2004年シーネットネットワークスジャパン㈱に入
社し広告営業に従事した後、㈱ディー・エヌ・エーにて「モバゲータウン（現mobage）」の広告・企画営業を担当。07年アジャイルメディ
ア・ネットワーク㈱入社。09年3月取締役に就任、14年3月より代表取締役に就任。企業やブランドの「熱量の高いファン＝アンバサダー」
とのコミュニケーション設計・支援、講演活動を行なう。茨城県いばらきインターネットテレビ事業検討委員会委員。

上田 怜史 アジャイルメディア・ネットワーク㈱
代表取締役社長CEO

──ライフスタイルホテル市場開拓への戦略と展望

（参加費3,000円） 14:20～15:20 ［ライフスタイルホテル開発］D-4

やまさき・たけし●2005年5月、東京工業大学在学中に同社設立。06年4月、ゴールドマン・サックス証券㈱に新卒入社。マーチャント・バン
キング部門にて、グローバルのファンド資金を利用した国内外の不動産投資に携わり、オフィス・商業施設・ホテル・ゴルフ場・不動産関連会社な
どの投資案件を担当。08年に同社シンガポール支社にてアジアでの不動産投資に従事し、09年1月ゴールドマン・サックスを退職。09年2月、
㈱グローバルエージェンツ代表取締役に再就任。現在ソーシャルアパートメントを首都圏中心に36棟2,000室、ホテル3棟200室を経営。

山崎 剛 ㈱グローバルエージェンツ　代表取締役

10月20日㊎ フォーラムＤ会場

間違いだらけのホステル開発
──競合激化のホステル、失敗しない施設づくりと運営の実際

（参加費3,000円）10:20～11:20 ［ホステル事業研究］D-5

ほそい・やすひろ●ビル管理会社、外食事業を経て、2001年カナダ・バンクーバーに移住。02年、アメリカでのテロを契機に帰国。その
後外国人宿泊者の多い六本木ビジネスホテルに勤務し様 な々サービスを企画、平均稼動率50%の曜日を85%以上にまで引き上げる。14
年大手ゲストハウス運営会社の「オークホステル禅」の開発・運営に参画。「STAYTO」はインバウンド比率90％で、過去最高の売上・
利益を更新中。今年新築の「HOTEL UNO」（東上野／9月開業）、既存ビル改修の「HopStepInn」（王子／10月開業）を施設計画
より参加し運営を開始。来年3月新宿エリアにホテル、12月銀座エリアにホステルの開業に向けたプロジェクトに参画中。

細井 保裕 ニッチリッチ㈱　代表取締役

ショッピングセンター事業の現状と将来展望
──最近のSC市場動向、モノが売れない時代の対応策、今後成功するSCとは

（参加費3,000円） 11:40～12:40 ［SC事業研究］D-6

にしやま・たかひと●東京急行電鉄㈱に入社後、宅地開発、土地区画整理などの街づくりを担当。その後、SCの企画開発、運営管理、リニュー
アルを手掛ける。2012年㈱東急モールズデベロップメント常務執行役員に就任、渋谷109鹿児島など新規開発を担当。15年11月に独立起業。
現在は、SC企業研修、百貨店SC化プロジェクト、企業インナーブランディング、経営計画策定、テナントの出店戦略策定など幅広く活動している。

西山 貴仁 ㈱ SC＆パートナーズ　代表取締役
岡山理科大学　非常勤講師

目からウロコの「集客看板」活用術
──新規客を『3倍』獲得する成功法則、教えます！

（無料公開） 15:40～16:20 ［集客マーケティング］D-10

おおつか・えつよ●サイン・看板の世界に、科学的検証と論理的集客ストーリーを持ち込んだ先駆者。あらゆる業種・業態の店舗・企業へのトータル・サイ
ンプランニングを担当する。集客看板理論に基づく細心で緻密な提案は、各企業担当者からの絶大な信頼を得ている。http://www.aiwa-ad.co.jp/

大塚 悦代 アイワ広告㈱　取締役常務／看板ドクター

○民泊のビジネスチャンスは何か
　──管理、遠隔チェックイン、監視カメラなど

民泊に関連して広がるビジネスチャンスを掴め
──民泊事業ノウハウの基本理解と新規事業機会

12:20～13:10 ［民泊×ビジネスニーズ］E-9

とがわ・だいさく●早稲田大学政治経済学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了（法務博士）。衆議院議員原口一博（元
総務大臣）事務所、資格の学校TAC講師を経て、東京都行政書士会所属行政書士（登録番号10081794)。主に全国の
民泊許可手続きを扱っており、民泊要件調査、民泊許可手続き、民泊運用代行業者法務指導、ヤミ民泊撤退支援、民泊物件
リフォーム工事、民泊融資手続の紹介・代理等の業務を行なうほか、「民泊許可.com」のサイト運営で情報発信を行なっている。

戸川 大冊EVE法務行政書士事務所
代表／特定行政書士

○クラウドを通して離れた場所から複数の
　物件を管理可能
○入退室のリアルタイムな履歴管理
○AirbnbなどAPI連携の事例を含めた
　導入メリット紹介

RemoteLockで入室を簡単運用
──ゲストにメールで鍵を送るテクノロジー

13:30～13:50 ［スマートロック］E-10

いけだ・しゅういち●長崎県生まれ。九州芸術工科大学大学院（現在・九州大学大学院芸
術工学府）生活環境専攻修了。構造計画研究所入社後、建築（意匠）設計業務に従事。
創造工学部に異動後、リスク分析、マーケティング業務を経て、2016年より新規事業部門
長としてIoTビジネス立ち上げる。現在、RemoteLockエバンジェリストとして拡大に邁進中。

池田 修一㈱構造計画研究所　すまい IoT 推進部
RemoteLockエバンジェリスト

○空間、時間、教育コンテンツ、人材、そして顧客を共有する仕組みとは
○フィットネス＆スポーツ、商業施設、オフィスビル、マンション等に
　おけるシェアリングビジネス注目事例と収益性、FC事業モデル紹介
○最新事例「レインボーツリープロジェクト」――旧世界文化社ビル
　（東京・市ヶ谷）、ささしまライブ24・グローバルゲート（名古屋）等

「子育て・教育×オフィス×商業×住宅×ヘルスケア」
シェアリングビジネスで新たなまちづくり、複合施設の創造

14:10～14:50 ［シェアリングエコノミー］E-11

すずき・よしかず●関西学院大学総合政策学部卒業。住宅、医療（ヘルスケア）、金融と3つの業界で営業・マーケティング・コンサルティング業務を経験。旭化成ホームズ、ジョ
ンソン・エンド・ジョンソンを経験したのち、みずほ証券、メリルリンチ日本証券でプライベートバンキング業務に従事。その後独立し、金融コンサルティング事業（資産運用、事業承
継、M&A、新規事業立案・実行等）に従事し、2010年5月土地建物有効活用の一環として民間学童保育ウィズダムアカデミーを設立し、代表取締役に就任。

鈴木 良和
㈱ウィズダムアカデミー

代表取締役

○リノベーションを取り巻く社会背景と不動産市場の現実
○「未来をどう予測するのか？」が非常に大切
○遊休不動産を「マーケットアウト」させるリノベーション

付加価値を高める
既存物件リノベーションの作法と体制

15:10～16:00 ［リノベーション］E-12

うちやま・ひろふみ●愛知県出身。リクルートコスモス（現コスモスイニシア）、都市デザインシステム（現
UDS）を経て、2005年にリノベーション事業を展開するリビタの代表取締役、09年に同社常務取締役
兼事業統括本部長に就任。多数のリノベーションのビジネスモデルを構築。09年にリノベーション住宅推
進協議会副会長、13年に同協議会会長に就任し業界を牽引。16年に企業やリノベーションのコンサルティ
ング事業を主に手がけるu.company㈱を設立し、同年Japan.asset management㈱代表取締役就任。

内山 博文
Japan.asset management ㈱　代表取締役CEO

u.company ㈱ 代表取締役
一般社団法人リノベーション住宅推進協議会　会長

○マンスリーマンションの市場性の実際と開発の方向性
○差別化は「不動産収益力」「デザイン力」
　「ホスピタリティ力」の革新
○多様な不動産ソリューションに戦略的に対応する

進化型マンスリーマンションの開発・運用
──不動産収益・価値向上を時代対応サービス＆企画力で実現する

15:30～16:20 ［不動産ソリューション］E-6

のざか・こうじ●東京大学法学部卒業。ゴールドマンサックス証券の自己勘定投資部門のアナリストを務めた後、2000年からは
ドイツ証券の自己勘定投資部門の投資責任者として不良債権・不動産投資に携わる。その後、06年に米系ヘッジファンドに
転じ、ヘッジファンド2社の日本における代表者として日本での不動産投資の責任者を務める。09年からは、主に富裕層向け
不動産投資コンサルティングを行なう。15年マンスリーマンションの開発・運営を行なう㈱レジデンストーキョーを設立、現在に至る。

野坂 幸司㈱レジデンストーキョー
代表取締役CEO

○ホテルリニューアルの最重要課題は建築コスト
　～その解決策は、家具、照明、建築材料等を
　海外メーカーから直接仕入れること
○建築コストを大幅に引き下げた
　リニューアルを提案

施設の老朽化や耐震補強問題をいかに解消するか！
老朽化施設のワンストップ＆ローコストリニューアル再生手法

13:30～14:10 ［ローコストリニューアル］E-4

いわた・たかお●㈱エイ・ディ・エイはオーナーに具体的な希望商品のイメージがあれば、直接商品購入コンサルティングを行ない、
一方で新築・改修の基本コンセプトからのプロジェクトコンサルティングも請け負っている。通常ルートでは高くつくハイグレードな製品を
安く調達できれば、リニューアルの効果も上がり、投資回収も早まるとして、2年程度で回収が可能な計画を提案・実績を上げている。

岩田 隆生㈱エイ・ディ・エイ　代表取締役

○アパホテルの魅力――利便性・快適性・エコ
　先進的運営システムほか
○FC&パートナー加盟メリットと注目事例
　公式アプリはじめコラボレーション企画
　ブランド力を活かしたサポート体制

アパホテルの独創的戦略 ──新都市型ホテルのFC展開と未来予測
14:30～15:10 ［新都市型ホテルFC］E-5

もとや・たく●1975年5月21日石川県小松市生まれ。県立金沢二水高校、中央大学経
済学部卒業。大学1年時に宅建に合格。北陸銀行にて3年間勤務。アパグループに取締
役として入社。常務取締役を経て、アパホテル代表取締役専務に就任。オロナミンC100
万本、ベビースターラーメン・柿の種3種ミックス100万食配布等、各企業と300事例超
のサンプリングやコラボレーションを実現。日本最高層ホテルである東京ベイ幕張のプールをポ
カリスエットプールに名称変更。現役プロ野球選手やタレントのトークショー、マジックショー、
真心笑顔美人No.1決定戦、累計200万食を達成したアパ社長カレー、アパ社長コーヒー、
アパ社長ハンカチをプロデュース。ビジネスマッチングやコラボレーション、企画提案、業務改善、
セミナー等のプロデューサーとして各種団体、会合、団体等での講演実績多数。元谷 拓アパホテル㈱

代表取締役専務

○カプセルホテルの市場動向～高品質サービスを低コストで提供する／当たり前の利便性と快適性の追求
○「勝てる」カプセルホテルの事業モデルと事業計画のつくり方
　立地・規模・投資規模／宿泊施設のポジショニングと差別化戦略／温浴施設・パブリックスペース・　　
　コミュニティ機能
○次世代型「勝てる」カプセルホテルケーススタディ
　・ワイズキャビン横浜関内（オフィスビル・コンバーション）
　・カプセルホテルとぽす仙台駅西口（パチンコホール業態転換カプセル＋温浴施設）

「勝てる」カプセルホテルの事業モデルと事業計画のつくり方
11:20～12:00 ［カプセルホテル］E-2

たまき・ひろみち●パチンコホール・商業施設の企画・設計・監理ならびに
施工、各種展示会・博覧会等の企画・運営プロデュース、建築工事の設計・
施工・請負ならびに監理と新規事業の総合マネジメントとコンサルティング業
務を展開。㈱エイチツー・ファクトリー（カプセルベットメーカー）の代表取
締役も兼務。

いがらし・しゅうや●慶応義塾大学商学部卒業。大手パチンコホールチェー
ン入社。店長・エリアマネジャー・経理・人事・販促を担当後、営業本
部長として新規出店店舗の企画・開発に携わる。その後、新規事業とし
てホテル・レストラン・パチンコ複合施設開発を担当し、ホテル総支配人
を務める。2007年㈲NSPドクター専務取締役としてカプセルホテル開
発を含む新規事業開発のコンサルティング事業を展開する。

玉木 宏道 五十嵐 修矢
㈱エイチツー・プランニング　代表取締役

㈲ NSPドクター
専務取締役

○緩やかな成長期に突入した2017年のホテル市場
○ホテル投資市場への影響
○本格的に地方へ波及しはじめたホテル開発

2017年国内ホテル市場動向分析
ホテル開発の最新動向と地方への波及

10:20～11:00 ［ホテル市場分析・開発動向］E-1

おおたに・こうじ●監査法人トーマツ 金融インダストリーグループにて主に不良債権取引、および金融再編に関わるアドバイザリー業務を経て、大手
金融機関にて、私募ファンド、J-REITに対するノンリコースローンに関わるデューデリジェンス等の不動産ファイナンスを担当した後、デロイトトーマツ
FAS㈱（現・デロイトトーマツFA）に入社。現在は、ホテルインダストリーに関するサービス（THL）のリーダーとしてホテル・旅館等に関わるビジネ
スデューデリジェンス、フィージビリティスタディ等の事業性評価・分析業務を中心としたFA業務を提供する一方、不動産会社、一般事業法人等に
対する不動産関連業務を提供し、企業の資産活用戦略に貢献。不動産鑑定士。

ごとう・ゆうすけ●2009年国内総合デベロッパーに入社後、 16年4月デロイト トーマ
ツ ファイナンシャルアドバイザリー入社。前職では都内大型再開発案件において、再開
発マネジメント、建設企画、管理運営計画策定に従事。また当該開発エリアのタウンマ
ネジメント組織組成から事務局運営を担う。その他、商業施設開発（スキーム構築、建
設企画、MD、リーシング、管理運営計画策定、物件売却）空港民営化コンセッショ
ンに参画。現職では、自治体への民間活力導入支援や地方都市における開発支援を
通じ、主に街づくりなどの官民連携支援に従事している。一級建築士。

大谷 晃司

後藤 佑介

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
合同会社　シニアヴァイスプレジデント

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社　シニアアナリスト

フォーラム講座のお申し込みは、
展示会・フォーラム公式サイトから レジャー＆サービス産業展 検索

ホテル・
リゾート・民泊
新業態開発＆
不動産活用
フォーラム
2017

経営者・役員
52.5％

店長・支配人
28.9％

スタッフ
18.6％

前回参考


