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関西ホテル・レストラン・ショー事務局
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オープニングセレモニー
会期初日に関西ホテル・レストラン・ショー他同時開催の 3 つ展示会（メンテナンス・レジリエンス
OSAKA、プラントショー OSAKA 、国際ドローン展）の後援、協力、主催団体の代表列席のもとオープニ
ングセレモニーを開催しました。

開催日時 : 2020 年 7 月 29 日 ( 水）9:45 ～ 10:00　/　場所 : インテックス大阪　スカイプラザ

ご列席者（順不同、敬称略）
大阪府　府民文化部 都市魅力創造局長   西野　栄次  
大阪市　経済戦略局長     柏木　陸照  
公益財団法人大阪観光局　理事長    溝畑　宏　　 
大阪商工会議所理事     中野　亮一　
 一般財団法人 関西観光本部　代表理事 / 専務理事  東井　芳隆   
一般社団法人 大阪外食産業協会　筆頭副会長  髙橋　淳     
一般社団法人 日本ドローンコンソーシアム　理事・事務局長 伊東　明彦  
公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会　専務理事 鈴置　智     
公益社団法人 化学工学会　会長    石戸　利典   
一般社団法人 日本ホテル協会　常任理事   蔭山　秀一  
一般社団法人 日本旅館協会　会長　　　　     　　　  浜野　浩二  
一般社団法人 国際観光日本レストラン協会 副会長  徳光　孝信  
公益社団法人 国際観光施設協会　会長 　　　      鈴木　裕     
一般社団法人 日本能率協会 評議員　議長   宮部　義幸

（パナソニック株式会社　専務執行役員）
一般社団法人 日本能率協会　会長                               中村　正己

　「コロナウイルスで、日本全体の展示会、あるいは国際会議が、
ことごとく延期になっておりますが、経済再生なくして日本の復興
はあり得ません。
　感染拡大防止と経済状況の再生の両立指揮をとりながら、力強く
経済再生の道を歩みだす。特にこの BtoB の展示というのは、多く
のビジネスと商談が生まれ、観光・MICE にも非常に大きな役割を担っ
ております。
　この MICE を始動するということは、非常に大きな意義があります。
　我々がまず今回コロナウイルス渦で第 1 号の大規模な展示をまず
始めることによって、日本全国の展示会・国際会議開催を悩んでい
る皆様に、大きなエールを送りたいと思います。そして皆様と一緒
に知恵を出し合ったこのガイドラインで、今後、感染症対策をしな

がらしっかりと展示会・国際会議を行う、そういうミッションを皆さんと一緒に果たしたいと思います。
日本は必ず復活します。今日この日が、新しい MICE の歴史の一歩になればと思っております。10 年、
20 年たった時に、あの日、この時、みんなで集まったことが、歴史の扉を開いたと、新しい MICE の歴史
を作ったんだと確信できる日になると、私は心願しております。」

公益財団法人大阪観光局　溝畑 宏 理事長から
サービス産業界へのメッセージ（抜粋 )

関西ホテル・レストラン・ショーは
With コロナ時代におけるサービス産業の再起動のため、

業界関係者が” One Team” となり盛大に開催されました！

関西ホテル・レストラン・ショーは
With コロナ時代におけるサービス産業の再起動のため、

業界関係者が” One Team” となり盛大に開催されました！
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開催概要

会期・日時
2020 年 7 月 29 日 ( 水 ) ～ 31 日 ( 金 )
10:00～17:00( 最終日は16:30 まで )

会場
インテックス大阪 6 号館 A

主催
一般社団法人日本能率協会　　/　一般社団法人日本ホテル協会
一般社団法人日本旅館協会　　/　一般社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設協会

後援
公益社団法人関西経済連合会　/　公益財団法人大阪観光局　（順不同）

協力
大阪府　 　　/　一般財団法人関西観光本部
大阪商工会議所　/　一般社団法人大阪外食産業協会　　（順不同）

来場対象・出展対象

　

開催結果概要
　展示規模　　　95 社　／　174 小間
　来場者数

業種別来場者数
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業種別来場者数

役職別来場者数の割合      地方別来場者の割合

月日

7 月 29 日 ( 水 )

7 月 30 日 ( 木 )

7 月 31 日 ( 金）

天気

晴れのち曇り

晴れのち雨

晴れのち曇り
合計

来場対象者 出展者

メーカー (394 社、834 名）
宿泊・レジャー (338 社、737 名）
商社・卸・問屋 (291 社、541 名）
施設・設計・設備 (207 社、379 名）
外食・中食・給食 (175 社、349 名）
小売 (63 社、108 名）
官公庁・団体・自治体 (62 社、105 名）
その他関連業種 (268 社、528 名）

北陸
0.4%

東海・中部
2.7%

近畿
85.7%

中国
0.7%

九州
0.8% 関東

8.7%

北海道
0.1%

海外 0.1%

15.1%

10.6%

9.7%

3.0%
2.9%

23.3%
14.7%

来場者数：3,581 名
企 業 数 ：1,798 社

管理職・役員
部長・次長・室長
課長
係長・主任
社員・職員

支配人・部門長
料理長
店長・マネージャー
専門職

16.8%13.1%

25.5%

1.1%
0.7%

16.8%

19.5%

2.4%

4.9%

経営者・管理職の来場が
半数以上！

四国
0.7%

関西圏から９割近く来場！

来場数

1,305

1,262

1,014

3,581

東北
0.1%

20.6%



来場者アンケート

Ｑ1. 来場者のコロナ禍での課題

Q2. 本展示会への来場の感想

出展者アンケート

Ｑ1. 出展者のコロナ禍での課題

Q2. 本展示会への出展の感想
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・  商談スペースなどを利用でき、じっくりと商談することができた。
・  コロナ禍で出来なかった新たな新製品の情報や、商談ができた。
・  コロナ禍の業界の動向、情報収集ができ、これから取り組んでいくべきことが

明確になった。
・  感染症対策をしていて、安心して来場できた。
・  強制動線でまんべんなく回ることができ、動きやすかった。
・  会場には熱気があり、業界から勇気をもらった。

・  多くの引き合いをいただいた。
・  事前商談会を利用し、アポイント件数を多くいただいた。
・  メディアに取り上げていただき、認知度向上と顧客獲得につながった。
・  東京開催よりも多く新規顧客との商談と名刺獲得ができた。
・  感染症対策が行われており安心して商談できた。
・  コロナ禍で出来なかった名刺獲得ができ、売り上げにもつながった。
・  目的意識の高い来場者が多く、良い商談ができた。

・  既存顧客への取引減少
・  新規顧客（いままで同じ業界、いままでと違う業界）
の開拓営業ができない
が、全体の約 6割 (59.2%)を占めた。

・  新しい製品の調査、調達
・  新しい提携先、取引先との接点、交流
・  取引のある企業との接点、交流
への課題が全体の約8割(79.1%)を占めた。

既存顧客への取引減少
新規顧客（いままで同じ業界）の開拓営業ができない
新規顧客（いままでと違う業界）の開拓営業ができない
会社・製品・サービスのPRの場がない
市場調査ができない
その他

11.1%

25.9%

22.2%

25.2%

9.6%
5.9%

12.4 件

3.0 件

2,239,748 円

3 日間の獲得名刺枚数（平均）

3 日間の商談件数（平均）

成約件数（平均）※見込みも含む

75.1 件

22.9 件

8.0 件

40.9%

37.5%
23.6%

18.0%

16.3%
4.6%

◀
展示会で
出展者の営業機会
来場者の調達機会が創出
＝課題解決に繋がった !!

関連する業界の事例・動向調査
新しい製品の調査・調達
新しい提携先・取引先との接点、交流
取引のある企業との接点、交流
展示会来場を通じての教育・研修
（業界理解、営業、マーケティングなど）
その他

出展者の名刺獲得枚数、商談件数、成約件数

21%
12%

4%
15%
18%
15%
6%
10%

ホテル関係者が多かった
外食関係者が多かった
観光関係者が多かった
商談ができた
見込み顧客(今までと同じ業界)が得られた
見込み顧客(今までと違う業界)が得られた
同業者が多い
その他



事前アポイント制商談会（オフィシャルバイヤー制度）

関西ホテル・レストラン・ショーで、リアルとリモート商談を掛け合わせた事前アポイント制
商談会を実施しました。 With コロナ時代の最初の業界展示会において、51 社の出展者が
事前アポイント商談会にエントリーし、 87件の商談が実施されました。 クリエイティブクリーン株式会社

代表取締役

良い商談が大変多くできました。
出展者の皆様、会場内の来場者
の姿勢に勇気をもらいました。
まだまだ業界の先行きが見えな
い中、不安がありますが、我々
も乗り切って、乗り越えていき
ますので、一緒に頑張っていき
ましょう。

ダイドーグループホールディングス
石切ゆめ倶楽部　　
オリックス・ホテルマネジメント
node
ゼンショーホールディングス
竹中工務店
大丸興業
ユニオン産業
グッディ
わたらせ温泉　　
ジェイアール西日本リネン　　
塩屋土地 ホテル事業部　
アールエヌティーホテルズ
KR ホールディングス

京都グランベルホテル
阪急阪神ホテルズ
アルカンシエル
新木産業
クリエイティブクリーン
AB アコモ
レアル
PHG 京都山科マネジメント
ホテルマリターレ創世佐賀
湯元舘
淡路島観光ホテル
想古亭
源内
緑風荘

旅館紅鮎
柿本家
ホテルサンルート彦根
泉翠
○久旅館
びわ湖花街道
不死王閣
須賀谷温泉
ぎおん畑中
旅館こうろ
御所坊
ホテル日航奈良

オフィシャルバイヤーの方が今回求めた商品（抜粋）
・レジャー用の顧客認証システム
・自動チェックイン・アウト機器
・ホテルでコストダウン、業務省力化、サービス向上のための製品
・ビュッフェ関連の衛生機械、器具
・害虫対策ができている厨房機器 
・欧州の食品、飲料、および販促するためのグッズやシステム
・エコ・ＳＤＧｓ推進に特化した商品
・ホテルのシステム全般（予約、フロント、会計、顧客・売掛管理、オーダリングシステム、
　調理場モニター、対外的な宣伝ツール、リモート営業等）

・コロナ非接触系のシステム、生産鍵の発行、体調管理、除菌システム
・清掃ロボット
・女性に喜ばれる雑貨品など
・宴会会場の備品（プロジェクター、音響等）
・結婚式の宴会で使用するもの全般

その他の来場企業抜粋（法人格省略・企業名 50 音順）

宿泊・レジャー業界
アゴーラホスピタリティーグループ
大阪ヒルトン
オリックス・ホテルマネジメント
関西東急ホテルズ
関西観光開発
北大阪振興
近鉄都ホテルズ
グランベルホテル
京阪ホテルズ & リゾーツ
コアグローバルマネジメント
神戸ポートピアホテル
コンラッド大阪
JR 四国ホテルズ
ＪＲ西日本ヴィアイン
ジェイアール西日本ホテル開発
シェラトン都ホテル大阪
スイスホテル南海大阪

スーパーホテル
スパワールドサービス
蔦井
ツルカメ O&E
帝国ホテル
東急リゾーツ & ステイ
東和観光開発
日本ホテル
ニュー・オータニ
阪急阪神ホテルズ
ブライトンコーポレーション
プリンスホテル
ホテル京阪
ホテル日航関西空港
ホテルプラザ神戸
マイステイズ・ホテル・マネジメント
メゾネット
ワシントンホテル　など
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オフィシャルバイヤーからの声
ホテルプレフォート西明石　
代表取締役

コロナ対策製品を探しに来場しま
した。普段から製品を調べてはい
ましたが、来場することによって
知らなかった製品、サービスなど
の情報や商談をすることができま
した。先行き見通せない部分はあ
りますが、我々ができることを
しっかりやることで先が拓けて行
くと思いますので、前向きに取り
組んできたいと思います。

京都グランベルホテル　
支配人

出展者様との商談は、いつも以
上に本気で、前向きに取り組ん
でいて、業界のことを考えてい
らっしゃると感じました。コロ
ナ禍だからこそ Face to Face で
話すこと、繋がることが大事だ
と感じました。良い商談ができ
ました。ありがとうございます。

（法人格省略・順不同）

ダイワエクシード
立花エンターテインメント・ワン
トマトアンドアソシエイツ
ドリームダイニング
鳥貴族
阪急産業
瓢亭
ヒロフード
マエザワフーズ
マコトフードサービス
麦の穂
物語コーポレーション
ユーアールエー
ライフフーズ
ワンダイニング　　

など　

外食業界
イートアンド
壱番屋
うまかグループ
MM フード
魁力屋
家族亭
カトープレジャーグループ
KR フードサービス
ケイビーフーズ
五苑マルシン
サトフードサービス
サンパーク
サンマルクホールディングス
ジェイアール西日本フードサービスネット
食道園
ダイナック
ダイナックホールディングス

TV 報道
ＮＨＫ大阪「ニュースほっと関西」
ＭＢＳ 「ミント！」
ＡＢＣ 「キャスト」
ＫＴＶ 「ＦＮＮ  Ｌｉｖｅ  Ｎｅｗｓ  ｄａｙｓ」
ＹＴＶ 「ＮＮＮ  ストレイトニュース」
ＹＴＶ 「かんさい情報ネットｔｅｎ．」
ＴＶＯ 「やさしいニュース」
ＡＢＣ 「おはようコールＡＢＣ」
ＡＢＣ 「キャスト」
ＹＴＶ 「朝生ワイド  す・またん！」
ＹＴＶ 「かんさい情報ネットｔｅｎ．」

アイティメディア
朝日新聞大阪本社
朝日放送テレビ
グローブコム
経済産業新報社
産經新聞
産繊新聞社
時事通信社
週刊食品
醸界通信社
商店建築社
食肉通信社

食料醸界新聞社
新日本海新聞社大阪本社
セレクト
全国賃貸住宅新聞社
テーク・ワン
日本放送協会
日本経済新聞社
日本食糧新聞社
パラボックス
ピーオーピー
フードジャーナル社
ベーカーズタイムス社

来場プレス（法人格省略・企業名 50 音順）

【7/29】

【7/30】

【7/31】

BECK
MICE 研究所
MICE ジャパン
毎日映画社
毎日放送
読売新聞大阪本社
讀賣テレビ放送
リードネイム
リフォーム産業新聞社
ytv Nextry



関西ホテル・レストラン・ショーセミナー

外食・宿泊・レジャー業界のデジタル活用や SDGs、イノベーション等のトレンドや、 
With コロナ時代における業界がかかえる課題解決事例を発表いただきました。

インテックス大阪 6 号館 A 関西ホテル・レストラン・ショーセミナーステージ　150 席

感染症対策セミナー

今後、サービス産業界で必要不可欠になってくる感染症対策について、業界がとるべき
対応策や事例等を発表いただきました。

インテックス大阪 6 号館 A 感染書対策セミナーステージ　35 席          
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7月29日（水）

SDGs達成に向けた関西電力のソリューション

11:00
▼

11:40

関西電力株式会社
営業本部 法人営業部門 法人営業技術グループ 副長
林　直人

ポータグルメの進化とＣＸ（カスタ
マーエクスペリエンス）
コロナ禍で加速する「未来」の展望

株式会社ケイノーツ 代表取締役 / 
日本フードサービス学会会員 / 
ホットペッパーグルメ外食総研 エヴァンジェリスト / 
日本フードサービスコンサルタント協会 専務理事　
竹田 クニ

新型コロナウィルスの食市場への
影響とは？
外食・家食分析から見えてきた、
今、外食店に求められるコトとは？
日本食研ホールディングス株式会社
食未来研究室・専任課長　
児玉 一穂

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

15:00
▼

15:40

主催：国際観光施設協会　
ハレクラニ沖 縄 天 国 の 名 に
もっともふさわしい
ラグジュアリーリゾートをつくる

株式会社日建設計
設計部門 ダイレクター　加古藤 郁

SDGs、プラスチック問題への対応
～エコマーク認定
ホテル・レストラン～

7月30日（木）

公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局
基準・認証課 課長代理 本間 隆之
株式会社ロイヤルホテル  総務部 課長代理 伊藤真穂

無人ホテルでコロナショック
を巻き返せ！ 
ITを駆使した
業界最新運営を大公開
株式会社エアホスト 
営業　
新山 友希美

外食におけるSDGsイノベー
ション～老舗外食企業での
試みや国内外事例など
大同門株式会社
代表取締役社長　
フォーリ－ 淳子

アフターコロナ期の生産性向上、
人手不足への対応
株式会社長栄館 代表取締役社長
株式会社いわてラボ 代表取締役
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
青年部 労務研修担当副部長
照井 貴博

主催：国際観光施設協会　
The Okura Tokyo 
●The Okura Tokyo共同設計企業体

大成建設株式会社 
設計本部 
設計第三部 部長
田口 晃

大成建設株式会社 
設計本部 専門設計部 
インテリアデザイン室長
大野 博文

株式会社観光企画
設計社 
インテリア設計部 部長
石田 昌子

7月31日（金）

クチコミを味方に、
選ばれるホテル・旅館へ

TrustYou株式会社
ビジネスディベロプメントマネージャー　
福岡 宏隆

2020年ＨＡＣＣＰ元年
「外食産業界における

新型コロナウイルス対策」
ニチワ電機株式会社 専務取締役 / 
一般社団法人新調理システム推進協会 事務局長
特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構 理事 外食部会長
西　耕平

Withコロナ時代における
宿泊業の流通施策

大歩危峡観光遊船有限会社 代表取締役社長
一般社団法人大歩危・祖谷いってみる会 理事
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部 
流通事業担当副部長
大平 修司

実践事例から学ぶホテルの
省エネ対策のポイント
一般財団法人省エネルギーセンター 
エネルギー使用合理化専門員
吉村 喜代和

主催：国際観光施設協会
1000年の風景を未来につなぐ

「山荘 京大和」「パークハイアット 
京都」

株式会社竹中工務店
設計本部長　
原田 哲夫

withコロナ時代における外食の
安全対策と課題

株式会社ダイナックホールディングス
品質保証・CSR本部 本部長　
橋詰剛敏

with コロナ時代の集客に
つながる感染症対策

インテックスソリューション株式会社
代表取締役 小島哲夫

コロナ禍時代を生き抜く戦略！ 
新しい価値、安心安全の清掃対策
と『シェルタールーム』について
コアグローバルマネジメント株式会社
代表取締役　中野正純

～スマート且つ安全な感染予防対策～
水際で防疫作業に従事されるスタッフ
の心身面の不安を極力取り除くべく、
医療業界・自衛隊・スポーツジム等異
業 種 の『ノ ー マ ル』を 宿 泊 産 業 の

『ニューノーマル』としてご提案

サン・パシフィック・エンタープライズ株式会社
専務取締役　渡部　聡

コロナ禍から学ぶ
ホテルの衛生管理
オフィス・オクズミ合同会社
代表
奥住嘉朗

“WITH・CORONA”
新 Buffet スタイルでの
再出発
日本ホテル株式会社  調理部
ホテルメトロポリタン
調理部長・総料理長 川田 武

with コロナ期のサウナの安全対策と経営課題

株式会社アクトパス
代表取締役  望月 義尚

株式会社メトス
代表取締役 吉永 昌一郎

コロナショックによる
温浴マーケットの変化と
将来戦略
株式会社アクトパス
代表取締役 望月 義尚

ウィズコロナの MICE のかたち
変わること、変わらないこと

公益財団法人 大阪観光局
MICE 政策統括官
田中 嘉一

大阪市立大学大学院
特任講師
加瀬 哲男

ウィズコロナの MICE のかたち
変わること、変わらないこと

株式会社コングレ
専務取締役
柴冨田　薫

公益財団法人 大阪観光局
MICE 政策統括官
田中 嘉一

その日常清掃で本当に大丈夫？
超簡単高効率　
日常清掃でできる感染症対策
株式会社 ベストハウス
大阪営業所 インストラクター　水野 将太郎

新型コロナを乗り越えて
勝ち残るインバウンド戦略
～苦境を好機に転換する方法とは？～

一般社団法人日本インバウンド連合会
理事長 中村 好明

ニフティ温泉による調査、
新型コロナで変わる利用
者の意識とは？
ニフティライフスタイル株式会社
執行役員 井口 康弘

第12 回

第12 回

第12 回

11:00
▼

11:45

12:00
▼

12:45

13:00
▼

13:45

14:00
▼

14:45

15:30
▼

16:30

7月29日（水） 7月30日（木） 7月31日（金）
敬称略 敬称略



完全来場事前登録と分散来場の奨励

ソーシャルディスタンスの確保入館者全員の体温チェックの実施

受付時のマスク着用と直接対面を避ける受付

マスク着用等感染拡大防止の励行

大阪コロナ追跡システム等の
出展者、来場者、関係者の管理

アルコール消毒液の設置 会場内３密回避のための動線管理会場内３密回避のための人数管理

講演時の飛沫・飛散防止の
アクリル板設置 間隔を空けた着席

大型サーキュレーターの設置
商談会場内、直接対面を避ける

アクリル板の設置衛生品の分別徹底

講演会場のこまめなアルコール消毒

新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策例

新型コロナウィルスによって外食・宿泊・観光業界では甚大な損害を被っており、展示会もことご
とく中止・延期が相次ぐ中で、当展示会は関係各所と連携し、多大なご支援をいただきながら開催
をすることができました。前例のない感染症対策等、多くの課題がございましたが、開催ができま
したのも一重にご出展者様をはじめ、ご来場者様と当展の関連団体が、サービス産業再起動に向け
て” One Team” になれたからであると考えております。
今回の開催にあたり、出展者様をはじめ来場者様、および関連団体の皆様には新型コロナウィルス
感染拡大防止対策にご協力にいただき厚く御礼申しあげます。

2020 年 8 月
関西ホテル・レストラン・ショー事務局

12 13

来場受付時

会場内

講演会場

試飲・試食の例

アクリル板による
対面の遮蔽

アルコール
消毒

マスク

手袋個包装



会場レイアウト図
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