
全国から観光・サービス産業向け、建設業向け、災害対策等の

製品・サービスが集結。裏面の「出展者一覧」をご覧ください。

出展対象

●新商品情報の収集

●仕入れ

●価格・納期交渉

●取引先の開拓

●業界動向・市場調査

●課題解決の相談  ほか

商談内容

ホテル・旅館

飲食・小売・レジャー

土木・建設

デベロッパー・不動産開発

行政・自治体・団体

商社・卸

メーカー

交通・生活インフラ

金融・コンサル  ほか

来場対象

【観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO】

経済産業省 北海道経済産業局／国土交通省 北海道運輸局／札幌産業流通振興協会／札幌市／総務省 北海道総合通信局／北海道／北海道観光振興機構

【都市開発・建設総合展／災害リスク対策推進展】

国土交通省 北海道開発局／札幌産業流通振興協会／札幌市／総務省 北海道総合通信局／北海道／北海道建設業協会

お問い合せ先 日本能率協会 来場者ヘルプデスク （株式会社ケイ・スリー・クリエーション）
TEL:03-6809-2707　E-mail：helpdesk@k3c.co.jp

受付時間：9：30～18：00（土日・祝日は除く）

当社はNO.　　　　　ブースに出展しております。

ご来場を心よりお待ち申しあげております。

アクセスサッポロ （札幌市白石区）
9：30～16：30

2020年10月28日（水）・29日（木）会  期

後  援

主  催 無料 ※来場事前登録必須入場料

会  場

2018年、北海道は命名150周年という節目を迎えました。あらゆる環境が劇的に変化していく中、

北海道が次の150年に向け持続的に発展していくためには、現状の課題解決やビジネスモデルに限らず、

長期的な視点と発想、技術革新が求められます。

北海道が一段高い、次のステージに移行するためのヒントやリソースが集結する3つの展示会を

合同開催します。

・分散来場にご協力ください（来場事前登録の際に来場予定日時をご指定ください）。

・来場の際はマスクをご持参のうえ、着用ください。

・発熱を含む風邪のような症状、その他体調不良の際には来場をお控えください。
※本展における新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みについてはホームページをご確認ください。

※本案内状のご持参だけでは入場できません。

❶右のQRコード、または本展ホームページの

　「来場事前登録フォーム」より必ずご来場前に

　登録をお済ませください。

❷登録の際に会場へ来場される日にち・時間を

　ご指定ください。

ご来場には事前登録が必要です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのご協力をお願いします。

来場事前登録のQRコード

観光ホテル外食産業展

都市開発建設総合展

災害リスク対策展

事前登録は

こちらから

展示会
ご案内状

来場事前登録必須

※本案内状のご持参だけでは入場できません。

～まちづくりの現場を支える建設関連業界必見の総合展示会～ ～災害対策に特化した展示会を北海道で初開催～

～北海道の観光業界を応援！ 観光・サービス産業向け展示会～



出展者セミナー

（敬称略）（敬称略）

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますことご了承ください。最新のプログラムは本展ホームページでご確認ください。

10月28日（水） 10月29日（木）

11:00

～

11:40

13:00

～

13:40

14:00

～

14:40

15:00

～

15:40

Spectee（スペクティ）　村上 建治郎

未曾有の災害に対応する「AI防災」の最前線 B-5

フリー工業

コンクリート工の生産性向上に有効な
埋設型枠「デコメッシュ」

B-1

ダスキン 訪販グループ クリーンサービス事業部 ビジネスサービス企画運営室　勝井 健太

コロナ禍における衛生管理対策 B-2

NJS

無人航空機（ドローン）を活用した
管路施設点検の効率化

B-6

エアホスト

コロナショックで加速する非対面でのおもてなし
ITを駆使した業界最新ホテル運営を大公開

B-3

構造計画研究所 エバンジェリスト　池田 修一

非対面、非接触を実現するニューノーマル時代の
宿泊運営！ ～今知っておくべきホテルオペレーションのIT化～

B-7

Spectee（スペクティ）　村上 建治郎

未曾有の災害に対応する「AI防災」の最前線 B-4

ソフトバンクロボティクス パートナー戦略部／エリア営業部 部長　小暮 武男

ウィズコロナにおけるニューノーマル時代の
ロボット清掃標準

B-8

座席数：70席 事前登録制／聴講無料

出展者一覧（五十音順  2020年8月21日現在） 最新出展者情報は 観光ホテル外食産業展 都市開発建設総合展 災害リスク対策展

出展者セミナーに加え、主催者セミナーも開催！ 詳細はホームページをご覧ください

アルボース
感染予防のご提案
エアホスト
ホテル・旅館・民泊の”無人・省人化”にフォーカスしたIT
管理ツールAirHost
温泉の素.com
日本一少数ロットでオリジナル入浴剤をお作りします
温度と湿度の専門企業　ピーエスグループ
ピーエスの室内気候は第２の自然、活動空間
鰹節屋うつぼや池田食品
飲食店様のニーズに応える鰹節屋を目指します
クラウン・パッケージ
美粧パッケージ。マイクロフルートのリーディングカン
パニーです
クリップス
業界トップシェアのサイトコントローラー「ねっぱん！＋＋」
三和サービス
次亜塩素酸水“CELA”と水フィルター多機能掃除機

“Sirena”をご紹介
JRシステム
らく通with（サイトコントローラー）
シンエイコーポレーション
新形コロナウィルス対策の御紹介
スニットコンピュータ
ホテルシステム（ＰＭＳ） その他ホテル関連ソリューション
セイハン
不快害虫の侵入を防ぐ忌避剤
ダスキン北海道地域本部
ダスキンは衛生・清掃で貴社の顧客満足度に貢献したい
と考えています
TOSEI
TOSEIは国産の業務用真空包装機を35年間製造販売
している専門メーカーです
トマトランド
オリジナル筐体製作します
ドリマックス
あらゆる分野で活躍できるF-2000S/Ｄを始め、主要機
種を展示します
日仏商事
フランス製タルト成形機と効率化を図る食品材料の組み
合わせを提案します
ネクシィーズ
初期費用0円で省エネ最新設備をレンタルでご提供して
おります！ ＬＥＤ・空調・冷蔵庫
野口ハードウェアー
店舗・オフィス・住宅等内装金物の企画、設計、販売
長谷川化学工業
異物混入対策、HACCP対応など
VIPグローバル
最先端独自の管理医療器具を、最高の性能でより安く
をモットーと しております
Ｆｕｊｉｔａｋａ
喫煙ブース、タッチパネル式券売機、キャッシュレス券
売機、入退場ゲートを展示
マリントピアリゾート
グランピング施設開業・集客支援のマリントピアリゾート
RemoteLOCK／構造計画研究所
無人・省人施設運営をサポート！スマートロック・入退室
管理システム紹介！
ワインハウス　ゲアハルト
ここでしか手に入らないヨーロッパの上質ワインを全
て試飲してお選び頂けます

エクセン
コンクリートバイブレータのパイオニア「エクセン株式
会社」から新たなご提案です
KEYTEC
コンクリート構造物内部や地中内部を透視する非破壊
検査機器を取扱うメーカー
景観壁体研究会
仮設山留不要の自立式擁壁
コンドーテック
無線開閉フック、クランプ「レボフック」「レボクランプ」
吊り具点検サイト「ツリカタ」
サイバネテック
ZEB DISCOVERY、ZEB-HORIZON
栄組
革新的なひび割れ注入技術の圧力調整注入工法、国内
外での施工実績が増加中です
ジェコス
現場作業の省力化・工期短縮に繋がる商品をご紹介致
します
Geo BANK工法研究会
工法普及により災害から大切な生命・財産を守る活動
を行っています
竹中土木 北海道支店
竹中土木は、新分野にチャレンジし、時代のニーズと社会
の要請に応えつづけます
司化成工業
レフネット（再帰反射テープ付セーフティーネット）
都市拡業
漏水していても管取り換え不要の給水管劣化対策、

「酸化被膜工法」
PC-壁体工業会
仮設山留不要の自立式擁壁
ビジオテックス
2020年より３つの新製品を取り扱い始めました。是非、
弊社ブースへお越しください
フリー工業
簡単組立、脱型不要で、省力化・省人化・工期短縮に
有効な埋設型枠「デコメッシュ」
古野電気
地盤や人工構造物の変位を三次元・mmオーダーで
計測・監視するGNSS計測システム
北王インフラサイエンス
ドローンにより管路等インフラ施設の調査・点検を大幅
に効率化！
みるくる
Hovermapはこれまで不可能だった様々なドローンに
よる処理を可能にします
Made in 新潟 新技術普及・活用制度（新潟県）／
カワグレ／髙橋土建／プロテックエンジニアリング／
水倉組／カンエツ
新潟県内の企業が開発した、建設分野の新技術を紹介
しています

アムニモ
河川・ため池・工場など幅広いシーンの水害予防に最適
な「簡易無線水位計測サービス」
液状化ポテンシャルサウンディング  ＰＤＣコンソーシアム
ピエゾドライブコーン（PDC:原位置試験のみで液状化
評価が可能）
エムオーテック
重仮設のパイオニアとして60年以上培った経験から、
防災に資する商品・技術を紹介
おかもとポンプ
災害時にも頼りになる、電源不要の手押しポンプ
尾西食品
創業88年：ごはん、めん、パンなど幅広いジャンルの
非常食を手掛けております
オルテック
PRO7耐震マットを使用したアンカーレス工法での
耐震固定新技術
首都高メンテナンス神奈川／WILLTEX
布ヒーターでホッと温まるベスト
Spectee
SNSリアルタイム緊急情報配信サービス

「Spectee（スペクティ）」
創宗
NASAが認めた宇宙航空技術が塗料になりました。
着氷防止塗料「アンチアイシング」
田中建設
道路標識等から落雪事故防止対策工法。軽量で耐久性
に優れ設置が容易
TAMURA
寝具メンテナンスに有効無害な出張寝具乾燥
寺田ポンプ製作所
水害対策用エンジンポンプ  ６”可搬式エンジンポンプ／
４”トラッシュ型エンジンポンプ
東横サポート
熱中症対策の決め手！ 冷却・加湿器・消毒器「クールミスト
Line®」のラインアップ
北海道電気相互
停電時に、電気を送り続ける事業 ～e-delivery～
まいにち
災害備蓄で真っ先に思い浮かべるのは水や食料ですが
本当に深刻な問題はトイレ問題です
ムラカミ
災害時に活躍する最新の防災資機材及び非常食の展示・
避難所における感染症対策の提案
メインマーク
床の傾き・沈下業務を止めずに修正『テラテック工法』
ユニットプロモーション／
三和物流サービス レントオール事業部／北日本広告社
イージードームハウスは新たなライフスタイルと防災
のカタチ
レジェンドパイプ工法協会
リターン型推進機＋集排水パイプより地すべり、液状化
被害を抑制する新しい工法です

観光・ホテル・外食産業展 災害リスク対策推進展都市開発・建設総合展

2020年11月26日（木）・27日（金）10：00～17：00

TKP札幌ガーデンシティPREMIUM 札幌大通 5F・6F

会期

会場

11月は“農業”と“食”のビジネスイベントを開催！


