『観光 × IT』～立ち上がれ！横浜～

日時
平成28年

会場

3月4日 金
午前9時30分～
午後4時40分

横浜
シンポジア

参加費

無料

今や累計訪日外客数は過去最高を更新し続け、
インバウンド観光客への取り組みは重要な経営戦略の一つとなっています。
当フェアでは「観光×ＩＴ」をテーマとし、
“ＩＴを手軽に使って観光ビジネスに
繋げたい！”という経営者・従業員のみなさんを対象に、
その活用術・成功事例を多数ご紹介します!!是非ご来場ください!!

会員のほか、非会員や一般の方も
自由にご参加頂けます。
業種や規模は問いません。

特別
講演

訪日外国人客数増加のための
Google活用術 講師：グーグル（株）林 雄貴 氏

セミナーA＋発表
セミナーB
セミナーC

横浜市文化観光局／ 横浜市政策局・
「YOKOHAMA YOUTH Ups! 2015」受賞者
ITコーディネータ㈱ナーツ
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、㈱横浜DeNAベイスターズ

【主催】横浜商工会議所 情報関連産業部会

【共催】一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会、横浜商工会議所 小売部会、観光・サービス部会

問合先 総務部 運営管理担当《片桐・児玉》 ☎045-671-7498

講演会・セミナー
特別講演

特別講演
訪日外国人客数増加の
ためのGoogle活用術
（10:10～11:10）

セミナーＡ

セミナー ＋発表

横浜の観光MICEの
現況と施策
（11：25～11:55）

発

表

学生から提案！
ITを使った横浜の
観光・スポーツ振興策
（12：00～12：30）

時間◆10：00～16：30
会場◆横浜シンポジア議場・各定員200名

講師

グーグル㈱ 新規顧客開発本部
セールスプリンシパル 林 雄貴 氏

Googleの膨大な検索データを紐解きながら、訪日外国人
旅行者が何を求めているのかをご紹介致します。
各企業様がどのようにGoogleを活用すれば、ビジネスの発
展につながるのかを詳しくご案内致します。

講師

横浜市文化観光局
猪俣 宏幸 氏

観光MICE振興部長

観光集客実人員3,452万人（H26）と過去最高を記録している横浜市への来街者現況をは
じめ、横浜市の観光ＭＩＣＥ施策の狙いや事業紹介と、Wi-Fi整備やIT活用による多言語対
応の状況について説明を聞く。

事業紹介 横浜市政策局担当理事

長谷川 孝 氏

発表者 「YOKOHAMA YOUTH Ups! 2015」受賞者
「YOKOHAMA YOUTH Ups! 2015」は、学生がオープンデータを活用して、横浜が
抱える課題の解決策を提案する事業です。今回は、
「若者が住み続けたいと思える横浜を
創る、若者を東京から呼び込める横浜を創る」をテーマに作品を募集。その中で、観光・ス
ポーツに関するアプリ等を開発し受賞した学生より、その作品の紹介を行います。

昼休憩60分

セミナーB
今すぐできる！
インバウンドにおける
IT活用術
（13:30～14:30）

セミナーC

セミナー

❶ ITを活用した
インバウンド戦略
（14：45～15：30）

❷観客動員数大幅
アップへの戦略と
IT活用の可能性
（15：45～16:30）

参加
無料

講師

ITコーディネータ ㈱ナーツ
代表取締役 野中 栄一 氏

自社にWi-Fiの環境を整備することにより、集客や販売促進につ
ながった成功事例を紹介するとともに、お客様にも自社にも嬉し
い、スマホやタブレット、SNS等を使ったより具体的なインバウ
ンドに関するIT活用術を解説致します。

地元企業の事例紹介
講師

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
副総支配人 樗木 洋平 氏

外国人宿泊率が年間を通じて平均40％と高い同ホテルから、宿
泊をはじめ、レストラン等、IT等を活用したインバウンド戦略に
ついてご紹介します。

講師

㈱横浜DeNAベイスターズ MD部
MD戦略・販売グループ グループリーダー 林 裕幸 氏

観客動員数が飛躍を遂げた横浜DeNAベイスターズは、今や横
浜の地域・観光資源ともいえる。こうした同社の徹底したマーケ
ティング分析による様々な戦略について説明頂くとともに、今後
のIT活用の可能性について説明を聞く。

展示会
●出店企業一覧

時間◆9：30～16：40
会場◆横浜シンポジア レセプションスペース

入場
無料

㈱アイ・ティ・ネット

地域活性化のイベントや観光地へのビーコン活用に特化したサービスをご提供しています。地方を始
め、都心の展示会での活用実績もございます。企業提案からお伺いいたします。

㈱アプトシステム

マルチ言語対応した「小売販売サポートPepper(※1)」をご紹介します。小売販売のサポートをペッパーで実現し、商
品情報の読み取りや説明を多言語でご対応します。是非、お立ち寄りください。 （※1）本製品は㈱アプトシステ
ムと㈱フューチャーニーズとの共同開発です。［㈱フューチャーニーズ：http://www.future-needs.com/］

㈱イーツー・インフォ

訪日予定・訪日中の外国人観光客がWEBサイト上で商品を注文し、店舗受取もしくは指定の宿泊先・
空港に発送することが出来る外国人観光客
（インバウンド）向け物販システム
「O2O Market」をご紹
介します。

インクリメントP㈱

訪日外国人向けの観光案内で必要となる
「多言語デジタルマップ」を用いたICTソリューションをご紹
介します。日本語、英語、中国語
（簡体、繁体）
、韓国語、タイ語、インドネシア語に対応しています。

㈱エルテックス

通販サイト構築で数多くの実績を誇る当社ではO2O技術にも注力し、お店に入ると自動で情報配信
するアプリなどを開発しています。本フェアではO2Oを活用した観光ビジネス向け最新ソリューショ
ンをご紹介します。

㈱科学情報システムズ

複数のタブレット端末にコンテンツの一斉配信が可能なソリューション「Lib+(リブたす)」。 出先でも、常に最
新のコンテンツを利用することを可能とし、観光の場面では現地ガイドの手持ち資料をLib+に置き換え、画像、
動画、資料など様々なコンテンツを交えながらガイドをするというユースケースをご紹介します。

クロスワーク㈱

海外のお客様による日本の名産品やサービス
（宿泊・レンタルなど）
のネット購入・申し込みを増やし
たいと考えている事業者向けに、固定費無料＆完全成果報酬型のネット広告
「アフィリエイト・コス
トゼロ」をご案内します。

㈱コレリィアンドアトラクト

ホテル・旅館業界に特化し、6年間で支援した顧客数は250社以上。最大前年比455％ UPを実現し
たウェブマーケティングテクニックでのWebサイト制作から集客支援までワンストップでご提供し
ます。

ＪＢＣＣ㈱

情報と人をつなぎ、観光×ITで横浜の魅力をアップしてみませんか!!
「Cloud放送局 mot ！ VISION」
の
活用で、お客様との新たなコミュニケーション作りをサポートし、また、来たい街、横浜をITの視点で
演出します。

http://www.itn.co.jp/

http://www.aptsys.co.jp

https://www.e2info.co.jp

http://www.incrementp.co.jp/

http://www.eltex.co.jp/

http://www.sisinc.co.jp/

http://www.crosswork.jp

http://www.collely-at.com

http://www.jbcc.co.jp/

㈱システムクリエーション

http://www.system-creation.com

「お土産ナビ」は市内のホテル宿泊のお客様に横浜のお土産を購入いただくサービスです。ホームペー
ジにて各部屋のお客様がご注文された内容を一括注文・納入することにより、チェックアウト時にお
土産をお渡しすることができます。

㈱テクノリサーチ

外国人向けに
「富士・箱根・伊豆」エリアに特化した観光WEBサイトを紹介します。観光団体や施設情報を
基本的に無料で掲載し、掲載にあたっての英語・中国語への翻訳も無料で提供します。また、レポートや
取材記事は外国人インターン生が行っており、
「外国人の目線から見て面白い日本」
を発信していきます。

ビーアイピー㈱

世界で1億人のユーザーが活用する
「エバーノート」
、顧客管理・営業支援で世界シェアNo.1の「セー
ルスフォース」をご紹介します。これらサービスは観光協会で業務効率向上ツール、また旅館やホテ
ルでは顧客管理に活用されています。

東日本電信電話㈱ 神奈川事業部

120万ダウンロード超の実績、11言語対応、空港・駅・大型商業施設・コンビニ等で利用できる訪日外国人向け
ＮＯ１フリー Wi-Fiアプリ
「Japan Connected-free Wi-Fi」、「店舗・施設」と「街・自治体」が連携して展開でき
る「公衆Wi-Fiソリューション」、サポート付き簡単オフィスWi-Fiサービス「ギガらくWi-Fi」等をご紹介します。

㈱日立システムズエンジニアリングサービス

「旅行のお友Beacon(仮称）
」はツアーの参加者にビーコンを身に付けて頂くことにより、添乗員のタ
ブレットで参加者の集合状況の確認等が行えるシステムです。周遊地やホテルでの集合・点呼の手間
が格段に改善できます。

㈱日立ソリューションズ・クリエイト

テキスト入力だけで日本語/英語/中国語のナレーションを作成できる音声合成システム
「ボイスソム
リエ ネオ」をご紹介します。 日本だけでなく海外から来られた方への観光案内としてご利用いただ
けます。

㈱ヒューマンソリューションズ

外国人観光客に対して、メニュー内容をそれぞれの言語
（多言語）にて表示することを可能とし、
PLEASEと言ってipadを渡すだけでオーダーを受けることができるセルフオーダーシステム「メ
ニュー .jp」をご紹介します。他にも企業内 I T トータルサポートなら何でも、ご相談ください。

富士ゼロックス神奈川㈱

全国20カ所以上の自治体や企業に採用された
「観光音声ガイドシステムサービス」についてご紹介し
ます。産学官連携事業、補助金活用事例、近鉄様や西鉄様などの運輸業界向け事例についてご案内し
ます。

http://www.tecnet.or.jp

http://www.bip-it.co.jp/

http://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/

http://www.hitachi-systems-es.co.jp

http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/

http://www.h-so.co.jp/

http://www.fujixerox.co.jp/knx/

富士通ネットワークソリューションズ㈱

http://www.fujitsu.com/jp/fnets/

㈱ミトリ

http://mitori.co.jp

「POSIGEO（位置情報プラットファーム）
」
はスマホアプリとコンテンツ管理ツールをクラウドでご提
供します。安価で素早くサービスを開始でき、観光では
「街を元気に」
、有事の際は
「街の安心」等に活
躍します。
Excelで一覧管理されている商品、観光情報をWebサイトへ転送することで、フリー検索やカテゴリー
検索で該当情報を表示することが出来ます。また、同時に抽出された該当位置情報をGoogleマップ
へプロット表示することも出来ます。

参加申込書

FAX▶045-671-7410 申込締切日▶3月3日（木）
※「受付票・参加票」はございません。直接会場までお越し下さい。

企業・団体名

連絡担当者名

TEL

E-mail

FAX

お役職

ご芳名

セミナー

講演会

A ＋発表

B

C

●参加を希望する講演会・セミナー
（A+発表・B・C）
に○印をお付け下さい。
●講演会・セミナーについて、
複数のお申し込みが可能ですが、
各定員200名を超えた場合は、
事務局よりご連絡の上、
受講可能な
数を制限させて頂く場合がございます。

問合先

横浜商工会議所 総務部運営管理担当《片桐・児玉》 ☎045-671-7498
キリトリ不要

●会場案内

横浜シンポジア
〒231-8524 神奈川県横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル 9F

●ITフェア会場周辺にランチ営業のお店が複数ありますが、混雑している場合がござ
います。
●お弁当をご持参の方、会場周辺のお店で購入された方は、横浜商工会議所 会議室
（会場の１つ下のフロア）をご利用下さい。

大さん橋

赤れんがパーク

昼食について

横浜シンポジア
産業貿易センター9F
山下公園
横浜マリンタワー

県民ホール

みなとみらい線

港の見える丘公園

日本大通り駅 3番出口

元町・中華街駅

首
都
高
速
神
奈
川
線
３
号
狩
場
線

馬車道駅

芸術劇場・NHK前

神奈川県庁 郵便局

中華街

横浜市庁舎

JR 関 内 駅

横浜スタジアム

JR

石川

町駅

●日本大通り駅（みなとみらい線）……3番出口徒歩5分
●市営バス……芸術劇場・NHK前下車徒歩3分
大桟橋下車徒歩1分
●関内駅（JR、市営地下鉄）……徒歩15分（タクシー5分）
●石川町駅から（JR）……徒歩15分（タクシー5分）

