協会だより
Japan Tourism Facilities Association

4

No.131

5月

発行／公益社団法人国際観光施設協会
総 務 委 員 会
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋
2－8－5 多幸ビル九段 2 階
TEL03-3263-4844
FAX03-3263-4845
Ｅ-mail：kankou01＠syd.odn.ne.jp
ＵＲＬ： http://www.kankou-fa.jp

2021 年 5 月 6 日

観光型スマートシティ LINKED CITY
会長 鈴木 裕
観光型スマートシティ LINKED CITY がキックオフし
ました。この活動を公益社団法人国際観光施設協会
の旅館観光地分科会スマートシティ研究会で推進し
ていきます。 当協会は国際観光振興に技術で貢献す
る公益社団法人であり、会員に良く、協会にも良く、
結果社会に良い三方よしとなるテーマを選んで活動
をしています。ノンビジネスならでは の純粋なコン
セプト設定、迅速なる推進体制にてトライアルアン
ドエラーで卵を孵すインキュベーションプラット
フォームです。
さて、活動の経緯ですが、「ホテル旅館がコンシェ
ルジュとなり、町の施設、イベント、ひと を IT で
繋げて地方創生型ビジネスにする」という国際ホテ
ルレストランショーHCJ2020 での提案に、ソニーマー
ケティングが共創意思を表明してくれました。
そしてジョルダン、T O A などの基幹メンバーが集ま
り、三ノ輪の行灯旅館の実証実験を皮切りに全国的
に広がり、その後、ジョルテも参画して空間時間を活
用するオープンネットワークが完成しました。一年
間の活動を通して「観光型スマートシティ」へと活動
の範囲を広げる事となりました。「町じゅう旅館・町
じゅうホテル」からちょうど一年、「観光型スマート
シティ LINKED CITY 」が誕生しました。
さて、観光とは「国のひかりを観る」という意味で
す。それでは日本のひかりとは何なのでしょうか。
日本は南北 3000 キロ、亜熱帯から亜寒帯に渡る温帯
モンスーン気候の雨に恵まれた大変美しい国土です。
しかし、4 つのプレートが交わるという世界に例を見
ない地形により世界一の災害大国でもあります。
その国土に移り住んだ縄文人を淘汰することなく
渡来東アジア人は混血していくことにより現代日本
人が形成され、この美しくも過酷な国土で 2000 年の
歴史を刻み独自の文化を育んで風土を形創りました。

そうした風土の宝を磨いて新しい価値を与えたもの
が「ひかり」です。また、そうした風土が生んだ創造
的なこと・ものも「ひかり」です。以下にそうした
「日本の「ひかり」を 6 つの項目に分類して具体的
な「LINKED CITY」の例を抽出してみました。
1.｢教育」地方の大学で観光学部を作り眠っている
宝を磨き上げ「ひかり」にする 活動により世界に
LINK することで、住民の帰属意識の高揚のみならず
インバウンド増大に繋がリます。
2.｢ものづくり」各地の伝統のものづくりを世界と
LINK させ、実際に体験するツーリズムは伝統技術の
継承とともに富裕層インバウンドにも繋がります。
3.「働き方」風光明媚なリゾート地と世界を LINK
することで実現するワーケーションは、地方経済を
活性化し、地方創生に寄与します。既に各地で始ま
っている活動を LINK してノマド需要対応も研究し
ます。
4.｢医療」日本の先進医療と連携した医療ツーリズ
ム情報を世界に LINK することで富裕層インバウン
ドに繋がります。
5.｢モビリティ」二次交通及びラスト・ワンマイル
交通の情報、予約、支払い手段を世界と LINK する
ことでスムーズな移動を可能にして旅行需要を増大
させます。
6.「その他観光」森の情報を LINK し林業を体験す
る林業ツーリズム、旬の食情報を世界と LINK した
ガストロノミーツーリズム、温泉情報を世界と
LINK した温泉ツーリズム 等でインバウンド増大に
繋がります。
日本全国のひかりを IT で世界とつなぎましょう。
それが「観光型スマートシティ LINKED CITY」です。

令和３年度の通常総会とセミナーのお知らせ
ウィズコロナから早く脱出したい今日この頃ですが医療従事者から始まったワクチン接種も漸く高齢者も順次受けら
れる見通しとなってきました。しかしながらウィルスの変異により感染率が高まる傾向にあり、今回 3 度目の緊急事態
宣言が発出されるに至りました。
4 月 25 日から 5 月 11 日までの間多くのイベントが中止に追い込まれています。このような状況ではありますが、

予定しているセミナーは、公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会の石毛事務総長をお招きし、「２０２５年大阪・
関西万博～その先の未来～(仮題)」について講演をしていただく予定です。興味深いお話しが期待できそうです。
尚、総会会場のホテルグランドパレスには３密を防げるよう会場の設営をおねがいしています。
通常総会および Web セミナーは次の通りです。
日 時 令和３年６月１５日（火）１４時～１７時３０分
場 所 ホテルグランドパレス（３階松の間）〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-1-1
スケジュール（予定）･通常総会 １４時～１５時３０分 ・Ｗeb セミナー１６時～１７時３０分

インテリア部会セミナーグループによる
講演会の報告
インテリア部会セミナーG リーダー
本杉 勝彦

３月１２日にインテリア部会セミナーG による Zoom セミ
ナーを行いました。驚愕のアニメワールドと題してアニメ
ツーリズム協会の専務理事鈴木則道様からお話をお伺
いしました。コロナ禍の中でも日本のアニメはクールジャ
パンの一つの文化として世界からも高く評価されており
ます。
アニメの聖地を８８か所選び、聖地と地域とを繋げ官民
連携の活動をアニメツーリズム協会様が行っております。
所沢のサクラタウンが１番札所となりアニメにつながる
付帯施設の解説も魅力的な話へと膨らんでいきました。
ズームによるセミナーでは記録になる２８０名の参加を
得て終了することが出来ました。

◆ 年会費 お振込みのお願い ◆
４月中に２０２１年度の年会費「請求書」を電子請求書
システムプラットフォーム BtoB 又は郵送、P D F でのメ
ールで発送させていただきました。早めにお振込みくだ
さいますようお願い申し上げます。

☆新入会員紹介☆(入会順)
【メーカー】ジョルダン株式会社

【設計・コンサル】ＮＲＴシステム株式会社

（代表者・担当者）代表取締役 畑
治
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 5-4-6
アールズコート 205
TEL: 03-3804-2808 FAX: 03-3804-1808
営業内容：厨房設計コンサルティング、フードビジネ
スコンサルティング
【メーカー】コンデア

ヒュミライフ ジャパン
Condair Global Sales ＡＧ
（代表者・担当者）代表 中山 貴樹
〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-6-15 U.S.ビル 8F
TEL: 070-1385-1775
営業内容：加湿及び蒸発冷却システム事業
【個人】小川

正晃

営業内容：建築設備コンサルタント
【設計・コンサル】スマートシティ企画株式会社

（代表者）代表取締役

山口

（担当者）取締役

徹

石垣 祥次郎

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-8 第 3FK ビル 6 階
TEL：03-6869-5050
FAX：03-6869-5051
営業内容：スマートシティに関するコンサルティング
【メーカー】株式会社ジョルテ

（代表者）代表取締役

（担当者）開発部

下花 剛一

（代表者）執行役員
（担当者）戦略企画部
戦略企画部長 佐藤 博志
マネージャー 岡田 円
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-5-10
TEL:03-5369-4051 FAX: 03-5369-4057
営業内容：インターネットコンテンツの提供、携帯コ
ンテンツの提供、旅行業法に基づく旅行業

平野 香織

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-12-3
井門九段北ビル 4F
TEL：03-6804-6988
FAX: 03-6804-6999
営業内容：カレンダーサービス事業
【メーカー】アビックス株式会社

（代表者）代表取締役社長 （担当者）営業本部 営業部

廣田 武仁

【メーカー】ヤマガタヤ産業株式会社

（代表者）代表取締役社長

（担当者）取締役

吉田 芳治

吉田 香央里

〒501-6019 岐阜県羽島郡岐南町みやまち 1-3
TEL: 058-271-3111
FAX: 058-271-3116
営業内容：建築資材の卸売販売、無垢一枚板の家具設
計・販売、住宅の企画・設計
【個人】安藤

勢津子 オフィス MOTO

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-4-28
虎ノ門ﾀﾜｰｽﾞｵﾌｨｽ 19 階
営業内容：インテリアデザイン、デザイン全般コンサ
ルタント、プロダクトデザイン
【個人】兼平

慎

オフィス M かねひら 代表

営業内容：コンサルティング

ｼﾆｱｱｶｳﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

今井 勉

〒220-8129 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1
横浜ランドマークタワー29F
TEL: 045-670-7711 FAX: 045-228-6105
営業内容：デジタルサイネージ関連事業
Value creating 事業

♥編集後記♥
全国的にコロナウイルスの感染拡大の勢いが止ま
らず、現在の緊急事態宣言の延長や新たにまん延防
止等重点措置、等が要請される事態は、観光業界に
とって計り知れない事態となっています。そのよう
な中当協会に新しい同志が多数誕生しています。や
がて来る観光事業の回復に向けて、新しいお力をお
借りしつつ全員で事業に取り組んでまいりたいと存
じます。
Ｙ．Ｋ

