
温泉・温浴施設向けの設備・備品に特化した専門セミナーを開催

事前登録制テルマエJAPAN 2017肝講

2/21 (火)

温浴施設のりニユーアル計画、11:00~11:4511:00~11:45 温浴車業の経営診断
これまでの20年とこれから~見逃してはならないチエックポイント~
アクア・プランニングアクトパス代表取締役望月義尚
代表取締役中村敏之

12:00~12:45 温浴施設再生の現場報告
地方温泉施設の密闘の日々12:00~12:45~おふろCaf0の事例を通じて~
ナステビック旧卿帰泉ナステビユウ湯の山温泉道場代表取締役山崎寿樹
代表取締役高橋樹男

13:00~13:45 深部体温1'Cアップが決め手!隠浴施設で
艮新温泉施設の空問デザイン13:00~13:45

免疫力を高めるアプローチ」をしません加
アンサナ西安菖澄新築、倒グランドホテ改蓑等

トJりオン代表取締役木地本朋奈
海老沢宏環填工戻代表取締役海老沢宏

14:00~1445 Tポイント、Yahoo!、吉本 意外と知らない温浴施設の14:00~14:45
新機軸で温浴施設を活性化 リネンコスト最適化手法
アイ・コーポレーション代表聯役井上勝秀 バースケア代表取締役飯尾守

HOTJAPAN プロジエクト1こついてユ15:00~15:25 HOTJAPAN プロジエクトについて 1 15:00~15:25
HOTJAPAN代表理事松永武他HOT APAN代表理事松永武他

業界を牽引する有志による技能・技術が年に一度集う"

当日先着順聴講盆

ジャパンラテアートチャンピオンシップ20172
21四

ジャパンコーヒーイングッドスピリッツチャンピオンシップ2017
主催:日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)

コーヒーカップをキャンバスに見立て創造性豊かな絵柄を描きだすラテアート
競技会です。過去に2名の世界チャンピオンを輩出し世界からも注目を集める
アートをお楽しみ下さい優勝者は2017年6月にハンガリーで開かれる世界大
会ヘの出場権が与えられます。近年注目を浴びているコーヒーとアルコールを
使ったドリンク、コーヒーイングッドスピリッツ決勝大会も同時開催されます。
コーヒーとアルコールの調和、多様性豊かな味わいのドリンクを目で目で体験
してみてください。

繁38甸

給食・宅配サーヒス業界に向けた商談専円展
..

受付時問:930~18:00(士日祝は除く)

電話:03-6809-2707 e・mait:he[pdesk@k3C.CO.jp

テーマ:お役立ちの提案~安全・安心・健康・おいしさを求めて~

主催'公益牡団法人日本給食サーピス協会一般社団法人日本弁当サーピス協会
公益社団法人日本メディカル給食協会一般牡団法人日本能率櫑会

レセプションホール

りんかい線
国際展示場駅

^

ゆりかもめ
国際展示場
正門駅

^東5ホール特設会場
^約40名

2 厚生労働省・東京都後援厚生労働大臣
236

第11回 HRSサービスコンクール2017
主催:日本ホテル・レストラン

サービス技能協会(HRS)

レストランサービス技能士の資格を持つサービスパーソンと
専門学校生による、日頃研鎖した技能を競い合う活気あふれ
るコンクールです。優勝者(金賞)には、厚生労働大臣賞が授
与されます。

.厨房き備

J 員 0.1<画イ

11:00~11:45

12:00~12:45

「おふろ甲子圃」を活用した
組織・チーム作りとは
ニッポンおふろ元気プロジエクト
代表理事山崎寿樹

温浴施設のバックヤードマネジメント
~見えないところに魂を込める~
上星川満天の湯
取締役織括支配人久下沼伊織

温浴耶業の未来
~変わるものと変わらないもの~
アクトパス代表取締役望月義尚

「燃料.水道コストを
大削減する呈新技術
ダイキアクシス開発営業部部長大亀剛

HOTJAPAN プロジエクト1こついて 3
HOTJAPANイ弌表理事松永武他

13:00~13:45

注目企画
管理栄養士・栄養士による

健康食事相談コーナー
2月21日(火)~2月24日(金)
会場:東2ホール内
主依:日本メディカル給食協会

あなたの食事・栄養状態など健康管理に
ついて管理栄養士・栄養士がアドバイスを
行います。ぜひ、お立ち寄りください。

14:00~14:45

.

15:00~15:25

プログラムは変更ι、なる堤合かございます

^東6ホール特設会場
卜

^

一ソ ^約300名 6去人格・敬称略)

ナチユラルフードプロダクツ調理実演イベント
主催:グローバルメディア ゛

外国人観光客の急増をはじめ、多様化する「食」のりクエストへの対応に注目
が集まっています。HCJ2017では、ナチュラルフードプロダクツの出展ゾーン新設
に伴い、グルテンフリー、オーガニック、ヴィーガン対応食材等を使った調理実演の
イベントを実施します。業界で活躍する以下4名の登壇者が各シーンに合わせた調
理実演を行い、先着順で試食をお配りしますレシピの配付も予定しています。

.コンラッド乗京総料理畏/井本信一郎

回ビリオネア CEO/べりツシモ・フランチエスコ
回 Ve名ヨ" Food creヨtor・1n5tructor +"OUC 主宰ノMlml(斉田実美) 太.四ホテルインターコンチネンタル稾京ベイシエワズライプキッチン料理長ノ佃勇

「訪日外国人観光客に対する日本酒の効果的な販売・提供方法」
~日本酒の「香昧特性別4タイプ」比較テイスティング付セミナー~
主催: NP0法人FBO (料飲専門家団体連合会)

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)
訪日外国人観光客数が、頂週に増加している一方、実際に日本を訪れた
方からは「日本の食と酒を楽しみに来たが期待外れであった」などとい
うような報道を亘ILしますこの原因は、提供者が「日本酒」の楽しみ方
をきちんと説明できていないことではないかとの指摘もなされていま
す。そこで、インバウンド客ヘのキラーコンテンツである「白本酒」をSSI
オリジナル「香昧特性別4タイプ」を視点に効果的な販売提供方法を
学ぶセミナーを開催致します。

11:00~11:45 スーパー銭湯における
エンターテイメントへの取り組み
オアシスファンタジーサウナ8スパおふろの国
店長林和俊

12:00~13:45 パネルティスカッション
激論!どうなる日本のサウナの未来

司会オアシスフンタシーサウナιスパおふろの田店長赫和催唱浴施詮遅宮}
パネリスト
1インテグラル律Ⅲ努所長家広明(サウナヘビーユーザー・弁護士)
ユイリス肩7 みさと(サウナヘビーユーサー・タレント)
3トリリオン木地本朋奈囲浴設焔関係会社社長)
4アクア・プランニング中村敬之(温浴施設企画設計会社社長)

14:00~14:45 温泉ソムリエ1万人突破!正しい
知識を得れば温泉の楽しさ10倍
温泉ソムリエ協会温泉ソムリエ
インストラクター吉橋伊知男

15:00~15:25 HOTJAPAN プロジエクト1こついて 4
HOTJAPAN代表理事松永武他

セントラルキッチンを含む総合厨房・フートサービス機器の商談専門展

(法人格・敬称略)

無料送迎バス
東3・6ホール行き

日本厨房工業会ブース特設展示場
2月21日(火)~2月24日(金)
会場:東3ホール内
主催日本厨肩工業会

展示内容:1業務用厨戻機器基準
2厨房設備士資格認定試験
3日本厨房工業会活動紹介
4会員企業活動紹介
5会員コンシエルジュ
6日本厨房工業会会員コーナー

痢17回厨肩設働椴器展日太厨前τ奥会セミナー【参加無萪)
2017年2月23日{木}東1ホールHC」セミナー
2017年2月2dB {金}束3ホール給食セミナー
プログラム参加申込方法は、HCJ展示会公式ホームページ
をごください.

主催団休セミナー

ホテル・旅館観光施設ライブラリー
2月21日(火)~2月24日(金)
会場:東4ホール内
企画協力:国際観光施設協会

国際観光施設協会会員の設計事務所・建
設会社が設Ξ十・施工に関わった晟新事例
を一堂に紹介します。

東3ホール

テーマ:食を支える厨房イノベーション

主催:一般社団法人日本厨房工業会一般牡団法人日本能率協会
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"東京ビックサイ

「日本のここ 」

2月21日(火)~2月24日()
会場:東5ホール内
主催国際観光施股協会

当協会は、ホテル・旅館などの観光施設の
整備・改善、観光地の活性化・まちづくり
について調査・研究する技術者集団です。

「日本のこころ」をテーマに
1 旅するこころ
2木づかいのこころ

1 3 匠のこころ
4 エコ小のこころ写

の4チーム及び当協会交流部、」.
会、副霞研究会が、各々の五.ー
テーマに沿っτ展示セミナー
を閥催します.
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東展示棟
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無料送迎バスの遅行

東展示棟(有明東泉国際展示場)

便利てお得な無料送迎バスの運行かこさいます
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.国際粛テル・しストヨユ丘ヨ・

訪日外国人対応EXPO・バーティー
ブライダル&おみやげ・ギフト・デジタルサイネーシ

登録所

外食・宿泊・レジャー業界こ向けた商談専門展

本案内状ではご入場頂けません

こ秉場の際は同封の「招待券」をご持参ください

入場登録料 3,000円剛込)たたし、昭待券」持ぎ者
李前妾録者は紐料

HarERESJAPAN

テーマ:ホスピタリティ産業の新たな市場開拓に挑戦する

主催'一般牡団法人日本能率協会一般牡団法人日本ホテル協会一般社団法人日本旅館協会
一般牡団法人国際観光日本レストラン協会公益社団法人国際観光施酘協会

ホスピタリティ
デザイン東京
2017

^^^

一般社団法人日本能率協会来場についての

来場者へルプデスク問い合せ先

エネルギー対策ゾーン.

、戸入
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