ホテレスJAPAN2019

会期：2月19日（火）～22日（金）

2019/2/7

国際観光施設協会主催セミナー（センタープラザセミナー＆ホスピタリティデザインセミナー） タイムスケジュール
センタープラザ（メインレクチャー＆ショートセミナー）
@センタープラザ

2月
TIME

開催時間

10:30

紹介動画撮影（YOUTUBE投稿用）
写真撮影（新聞社へ送付用）

11:00

登壇者

講演タイトル

会社・所属/役職・氏名

運営管理

カメラマン：伊藤圭 ﾚﾎﾟｰﾀｰ：海野
全体主旨説明：鈴木、展示紹介：各展示チーム責任者
観光施設ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ：兼平、協会紹介：姫井

19日
（火）

12：00～12：20

12:30

12：30～12：50

13:00

13：00～13：20

13:30

13：30～13：50

14:00

14：00～14：20

14:30

14：30～14：50

15:00

15：00～15：20

15:30

15：30～15：50

16:00

16：00～16：20

16:30

16：30～16：50

備考
開催時間/タイトル

発表者

10:30～10:50
11:10～11:50

11:30
12:00

開催時間

ホスピタリティデザインセミナー
@ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾐﾅｰ会場
施設名又はテーマ

良品計画のホスピタリティ事業
㈱良品計画 執行役員 ソーシャルグッド事業部長 生明弘好

12:20～12:40
IT ワゴンの実演
小唄鑑賞（日本の伝統芸能 小唄の楽しみ方）

JR西日本ヴィアイン事業部×伊と幸絹ガラス
表層圧密テクノロジーで拡がる針葉樹無垢材の利活用
メインレクチャー（インテリア）チーム発表

Aiと観光施設研究部会
13:00～13:40

広報委員会 魅力探訪研究会
イ
ン
テ
リ
ア

伊と幸 代表 北川 幸

14:00～14:40
15:00～15:40

ナイス 経営推進本部ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 宮川 敦

海外デザインホテルの新潮流
The Range Design INC. 代表取締役 寳田陵

カプセルホテル「ナインアワーズ」
ビジネスモデルと今後の展望
㈱ナインアワーズ 執行役員（店舗開発/集客・システム担当） 渡邊保之

インテリアチーム総出演
18：00～19：00

10:00
10:30

10：15～11：05

バリアフリー法の改正とこれからのホテル・旅館のユニバーサルデザイン

11：10～11：30

世の中になかった「扉の中を通気しながら遮音をするドア」

11：35～11：55

IT ワゴンの実演

12：00～12：50

メインレクチャー（ホテル&リゾート）「木づかいのこころ」 チーム発表

13:00

13：00～13：20

13:30

13：30～13：50

東農檜の魅力と活用
純木質耐火集成材「FRウッド」の構成と適用事例
挨拶
基調講演「日本のこころを知ってこそのおもてなしとその形」

12:00
12:30

20日
（水）

14:00
14:30

14：00～14：50

阿部興業 商品企画4課課長 横山飛雄馬

Aiと観光施設研究部会
林野庁 林政部 長野課長 基調講演 ＋
後半：,展示企業のリレープレゼン
岐阜県森林文化ｱｶﾃﾞﾐｰ森林技術開発・支援センター 中通 実

10:40～11:05

ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ

11:10～11：50

ト

13:00～13：40

鹿島建設技術研究所 主任研究員 抱 憲誓

「エクシブ六甲サンクチュアリ・ヴィラ」
～山岳リゾートの新しい試み～
（株）観光企画設計社 若本俊幸 取締役 ｲﾝﾃﾘｱ設計部ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ／北村幸治 理事 計画部長

公益社団法人国際観光施設協会 会長 鈴木裕
公益社団法人国際観光施設協会 副会長 涌井史郎

14:00～14：40

15:00

15:00～15:20

15:30
16:00

ホテルプルマン東京田町
㈱三菱地所設計 多田直人／㈱久米設計 見城昇

12:20～12:40

ー

11:00
11:30

東洋大学ライフデザイン学部教授 高橋儀平

15:00～16：30

サロン

10：15～11：05

メインレクチャー（エコ・小委員会）

15:40～16:00

協会関係者

16:30

10:00
10:30
11:00
11:30

10:40～11:05

11：10～11：30

IT ワゴンの実演

Aiと観光施設研究部会

11：35～11：55

配膳ロボットについて

12：00～12：50

メインレクチャー「新ユニバーサルデザイン客室研究」

研究チームによる発表およびデモ、後半展示企業のリレープレゼン

その美しさは、変わらない
再発見 日本の美 手わざ
木質健康オフィスで業績もモチベーションもアップ！！

コンフォート ストーン・マテリアル課 今井 誠

湯元舘 針谷 了 (日本旅館協会 前会長)

12:00
12:30

21日
（木）

13:00

13：00～13：20

13:30

13：30～13：50

14:00

14：00～14：20

14:30

14：30～14：50

15:00

15：00～15：20

15:30

トミタ 商品企画部 山川さとみ
ワイス・ワイス 営業部 野村由多加

16：00～16：50

インバウンド5000万人時代―CHANGE TOKYO
多様な歴史と文化を魅せる「水街ルネサンス」

10：15～11：05

メインレクチャー「旅むすびのこころ」

考える力が足りない日本人へ
「変なホテル」仕掛人からのメッセージ
㈱hapi-robo st 代表取締役社長 ハウステンボス㈱取締役CTO 冨田直美

12:20～12:40

交
流
部
会

15：30～15：50

16:00
16:30

11:10～11：50

エ
コ
・
小

13:00～13：40

大浴場のレジオネラ属菌対策

14:00～14：40

ホテル ｻﾞ セレスティン京都祇園

15:00～15:40

縣 技術士事務所 所長 縣邦夫
三井デザインテック㈱ チーフディレクター 山口昭彦

［ザ シェアホテルズ」
ディープな日本へ旅人を誘う、まちと旅行者をつなぐリノベーションホテル
㈱リビタ 取締役 ホテル事業部長 中瀬真実

まちふねみらい塾 専務理事 阿部 彰

10:00
10:30
11:00
11:30

リゾート部会によるプレゼン

11：35～11：55

IT ワゴンの実演

ナブコシステム 開発営業部 部長 浦井清一

ト

Aiと観光施設研究部会

12:00

12：00～12：50

世界の人々へ日本のおもてなしトイレを！

13:00

13：00～13：20

「NATRUS+ e」ストレスフリーな自動ドア

13:30

13：30～13：50

12:30

22日
（金）

14:00

14：00～14：20

14:30

14：30 ～14：50

どこでも木の安らぎを

15:00
15:30
16:00

15:00～15：30

メインレクチャー（耐震研究会）

北三 第2営業本部長 冨部 久

10:40～11:05
11:10～11：50

OMO５東京大塚
㈱佐々木達郎建築設計事務所 代表取締役 建築家 佐々木達郎

12:20～12:40

ー

TOTO 東京プレゼンテーショングループ 鈴木由紀子

ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ

11：10～11：30

13:00～13：40
耐
震
研
究
会

14:00～14：40

はじまりについて
SUPPOSE DESIGN OFFICE 共同代表 建築家 谷尻誠

宿泊業の生産性向上推進事業
・生産性向上事業の結果報告 ・旅館の食器洗浄の生産性向上
㈱佐々山建築設計 代表取締役 佐々山 茂／㈱ユニ設備設計 会長 小川正晃

15:00～15:40

開会レセプション （@帝国ホテル）

