情報機器を賢く使いこなすことで売り上げもアップ

業務の効率化を図るうえで欠かせない存
在の情報機器︒旅館・ホテル︑旅行業など
観光業向けの専用機器も数多く開発されて

ディスプレイソリューションズ

デジタルサイネージ

きた︒今回の商品特集では︑最新の情報機
器を紹介する︒

﹁ホテル・旅館での案内
は今まで人が行っていた
が︑映像で案内するデジタ
ルサイネージ︵電子掲示板︶
を使えば人件費を削減でき

同社はまた︑ホテル専用

リーな情報発信が可能だ︒

ＳＸ宴席案

Ｗｉｎｄｏｗ

のデジタルサイネージシス
テム﹁ＡＤ
Ｓｅｌｅｃｔ

内・館内インフォメーショ

ューションズの鈴木文一朗

とＮＥＣディスプレイソリ

の一式がそろっているの

オーサリングソフトウェア

ンテンツ︶をパソコンで誰

タンド︑メディアプレーヤ︑ プを組み合わせた番組︵コ

エ ル﹂
だ︒
デ ィ ス プ レ イ︑
ス

でも簡単に作成できる︒

００万円程度のシ

る︒これまでは１

をすぐに構築でき

ジタルサイネージ

トランなどで︑デ

ィアプレーヤを接続可能︒

１台に最大

ない﹂︵同社︶︒パソコン

報更新の作業をする必要が

場所までいちいち行って情

できるのも特長だ︒﹁設置

でメディアプレーヤへ配信

ッケージなので︑ほとんど

ーズを聞いて作り上げたパ

化が図れる︒﹁ホテルのニ

載︒データ入力作業の省力

する専用テンプレートを搭

あんどんなどの表示を制御

同システムは︑宴席案内︑

た︒

多大な手間が掛かってい

え︑データ入力の作業には

テルが少なくない︒それゆ

ォームやこだわりを持つホ

ザインについては独自のフ

ったように︑各種の表示デ

と研修を色分けしたいとい

宴席案内では結婚披露宴

た︒

ン表示システム﹂も発売し

・国内販売本部長は語る︒

で︑ロビーや宴会場︑レス

ステム単価であっ

番組データをＬＡＮ経由

その同社が７月に発売し

たが︑オーサリン

従来通り︑ＵＳＢメモリか

晶ディスプレイは︑横型︑

型の大画面液

台までのメデ
グソフトを含んで

ら転送する方法も選べる︒

縦型のどちらでも表示でき

見やすい

万円以

いながら

定しており︑価格

のことができる﹂と同社︒
パッケージ販売価格は１
５０万円から︒

見積書︑売り上げの損益計

はじめ全国で約３００社に

大手旅行会社の一部店舗を

旅ネスプロの導入実績は︑

３年ほど前に発売された

また︑エクセルとの連動

めて２〜３社が扱っ

フトは︑﹁当社を含

表を作成する専用ソ

旅行コースや行程

及ぶという︒

算まで連動して作成する︒

を作成した時点で行程表︑

が可能なので︑作成した帳

面でも導入のしや

路料金︑そして移動時間や

票類を好きなように加工で

る︒日時ごとに各番組の開

距離など︑旅行コースを作

ース表が自動的に完成す

すさを実現した︒

は︑旅行コース︑行程表︑

成するうえで必要なあらゆ

も可能で︑施設の位置を地

る︒複数のコースの提案も

始・終了時間を設定できる

見積書の作成から︑売り上

図上に表示する︒その詳細

きる︒

から︑客層に合ったタイム

げ︑集計︑顧客管理までを

るジャンルの全国データを

省力化してくれる︒システ

容易にできるうえ︑コース

オーサリングソ

下の市場価格を想

２
０

３
２
フトウェアには多

の基本情報のほか︑観光施

幅広くサポートする︒旅行

ムを導入した旅行会社から

や料金などもクリック１つ

キーワードによって検索

収録している︒

の評判が高いことから︑さ

移動ルートと時間を検索す

出発地から到着地までの

で簡単に確認できる︒

れば︑顧客に提案したいコ

たい考えだ︒

らに積極的に販売を拡大し

ていた各種の業務を大幅に

会社にとって手間が掛かっ

業務システム﹁旅ネスプロ﹂ 設の入場料金︑高速有料道

アゼスタが開発した旅行

アゼスタ

旅行業務システム

︵菓子工房フラノデリス︶

２
０
旅ネスプロは︑宿泊︑観

コース作成、顧客管理も

デパートの北海道物産展での使用例

た新製品が︑デジタルサイ

用 意︒
動 画︑
静 止 画︑
テロッ

る︒デジタルサイネージで

N
E
C

ホテル・旅館を支援したい﹂ ネージキット﹁美映︵ミハ︶ 彩なレイアウトパターンを

すぐに構築できるキット

商品紹介

最新の情報機器

集
光︑食事といった各種施設

欲を見せている︒

していきたい﹂と意

て︑販売実績を増や

フトの知名度を上げ

彦社長︒﹁今後はソ

とアゼスタの小俣信

い旅行会社も多い﹂

フトの存在を知らな

ている程度︒専用ソ

行程表の作成例

特

業務効率化を支援

（８）
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新日本コンピュータサー
ビスは︑旅館・ホテル専用
年以上の歴史を誇

のコンピューターシステム
開発で

コンピューターシステム
新日本コンピュータサービス

フロント会計︑顧客管理の

ステムＶ﹂は︑予約管理︑

主力商品の﹁フロントシ

プにつながる﹂などのメリ

でリピーターの満足度アッ

状況データを活用すること

客の基本情報︑過去の利用

がる﹂︑顧客管理では﹁顧

に取り入れられること︒そ
各システムを標準装備す

評価を受けている︒

のためユーザーからは﹁使

応が可能﹂︑フロン

るのでスムーズな対

況を瞬時に把握でき

室や宴会場の利用状

館・ホテルの自社ホームペ

ブ予約連動システムは︑旅

などをそろえている︒ウェ

テム﹂﹁ＣＴＩシステム﹂

て︑﹁ウェブ予約連動シス

このほかオプションとし

ットを持つ︒

ト会計では﹁簡単︑

ージの予約受け付け画面に

女大浴場に加え︑レストラ

レストランなどの予約状況

会議室︑宴会場︑宿泊室︑

ージ化した︒特徴は研修室︑

館・ホテルの﹁フロントシ
ステム﹂内の予約管理シス
テムに自動で取り込むとと
もに︑予約ＯＫの回答を予
約客のパソコンにメールで
自動送信するシステム︒な
お︑携帯電話上のサイトか
らの宿泊予約にも対応可能
になっている︒
ＣＴＩシステムは︑予約
客の宿泊履歴や現在の予約
状況が︑客からの電話を受
けると同時にコンピュータ
ー画面で確認できるシステ
さらに︑各種予約サイト

ム︒
からの予約件数の増加に伴
い︑予約サイト一元管理ソ
フトとの連携システムを開
発し︑顧客のニーズにこた
えている︒

して︑会場図面の上に配置

場レイアウト作成システム

単に台帳を抑えられる︒会

使いドラッグするだけで簡

できる︒

りで︑作業を大幅に効率化

できるといった操作性も売

や︑指定した間隔で配置が

マウス操作だけでの整列

できるので便利だ︒

﹁テーブルプランマネージ

熊澤支配人が特に評価す
る点が﹁視認性の良さ﹂
だ︒
問い合わせの際には会議︑
宿泊︑宴会などの空き状況
を瞬時に把握する必要があ
るが︑﹁画面が見やすく︑
予約状況を簡単に把握でき
る﹂と話す︒
さらに︑
ユーコ
ムの対応のよさも評価︒﹁要
望を出した段階で︑システ
ターの大浴場

機能を使えばらく通︑らく

ータ連動機能を採用︒この

幅の信頼を寄せている︒

ムを改良してくれる﹂と全

﹁らく通２・０﹂に入れ替

﹁分析集計機能﹂︵地域別

予約を管理できるらく通︒

これ１台で︑３館までの

長の岸由起子さん︒岸さん

手間が必要ない﹂と企画室

に取り込める︒﹁手入力の

直接フロント会計システム

じゃん双方の予約通知は︑

・旅行会社別発売状況や予

は旅行会社ごとの売り上げ

帳票類は︑同館が従来使

約リードタイムの分析な

っている書式のまま出力で

などを簡単に把握できる点

括指定に加え室数指定も可

きるようにした︒﹁見やす

も評価する︒﹁支店単位の

能︒最近では︑インターネ

いうえに管理が楽﹂と岸さ

ど︶を搭載し︑客室の﹁在

ット予約サイト一元管理ツ

ん︒さらに﹁分からないこ

庫管理機能﹂は予約状況を

ール﹁らくじゃん﹂との連

とがあって電話をしても︑

売り上げまで分かるので営

携を強化し︑従来の旅行会

ていねいに対応してくれ

業戦略が立てやすい﹂︒

社に加えネットエージェン

きめ細かく一元的に管理す

トや予約エンジンも一元的

価している︒

の誠実な仕事ぶりを高く評

る﹂と強調︒ＪＲシステム
同館ではオプションでデ

した︒

に管理できる新製品も発売

る︒客室増返室操作は︑一

いる︒

え︑業務の効率化を図って

琵琶湖コンファレンスセン

スタ登録された各種備品の

ャー﹂との連動も可能︒マ

会場の登録は︑マウスを

業が効率的に行える︒

なかから︑さまざまなサイ

スピーディーな精算

ン︑宴会場などがある︒
﹁大

が一目で分かること︒ほか

Ｒシステム︶の送客通知端

ズのテーブルやイスを選択

登録された予約客の氏名︑

は︑ユーコムが販売してい

浴場の利用が多く︑宴会料

にも予約︑見積もり︑送迎︑

末﹁らく通﹂を導入︒現在

食事の手配︑備品などの手

宿泊日などのデータを︑旅

るコンファレンスセンター

理の会席膳も人気﹂︵熊澤

︵群馬県渋川市︶は︑創業

はバージョンアップされた

使いやすいシステム
配から会計まで︑一連の作

処理で顧客からのイ

コンファレンスシステム

滋賀県彦根市にある会議

向けの専用システムを導入

ユーコム
・研修施設﹁琵琶湖コンフ

システムの名称は︑﹁コ

ァレンスセンター﹂は︑最

ンファレンスマネージャ

して法人︑個人の予約管理

ァレンスルームやミーティ

ー﹂で︑今から３年前に採

を効率的に行っている︒

ングルーム︑そして最新の

用︒ユーコムが︑同施設向

大１５０人収容できるボー

ＯＡ機を完備したＯＡルー

けに開発し︑その後パッケ

ルルームを筆頭に︑コンフ

室︵１００人収容︶︒男

ムを備えている︒客室は全

惠一支配人︶だ︒同施設で

送客通知端末
システム

が天正４年︵１５７６年︶
時代の温泉宿の情緒を今に
受け継いでいる︒伊香保が
誇る温泉﹁黄金の湯﹂は︑
今も変わらず源泉かけ流し
の浴槽で楽し

で 提 供︒
本 館︑
離 れ︑
浴室棟
にある合計

める︒一方で︑料理やサー
ビスは時代と共に変化する
顧客の好みに合わせて変更
する︒そんな柔軟な姿勢も
らく通を導入した岸権旅館

という老舗旅館︒古き良き

伊香保温泉の﹁岸権旅館﹂ 前に鉄道情報システム︵Ｊ

J
R

その同館では︑２年ほど

集

１
０

空き状況を瞬時に把握

メージアップにつな

予約管理では﹁客

る︒

いやすいシステム﹂と高い

館・ホテルの生の声を商品

一切を行っているため︑旅

販売︑アフターフォローの

る︒同社の強みは︑開発︑

３
０

同館の魅力となっている︒

特

データ連動で入力簡単

今年のホテルレストランショ
ーに出展
４
６
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旅館・ホテル、
ホテル 旅行業の

