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システム・シャイン・サービス（株）

（株）トランスネット

ソニー生命保険（株）

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

丸八真綿グループ（株）マルハチプロ

サントリーフーズ（株）

（株）リクルートライフスタイル

（株）セラミックテクノロジー

ミサワホーム㈱

（株）第一興商

大阪ガス（株）

（株）コジマ

（株）エクシング

（株）まごのてライフサービス

東京海上日動火災保険（株）

AIU損害保険株式会社

キャンシステム（株）

楽天トラベル（株）

（株）宿泊予約経営研究所

（株）ユーコム

（株）シーナッツ

三菱電機ビルテクノサービス（株）

（株）ウィンターハルター・ジャパン

（有）プラス・ワン

ラナベイク（株）

【サントリーコーポレートビジネス（株）】

〒171-0052 東京都豊島区南長崎６－８－１０
加藤　卓  
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－３－１ 三恵ビル８F 
ホテル旅館事業部 マネージャー　土方　昇　 
〒107-8585 東京都港区南青山１－１－１ 新青山ビル東館７F 
マーケティング部法人営業課　荒井俊之 
〒103-0027 東京都中央区日本橋３－５－１９ 
広域法人開発部 営業第二課 　日浅　勇爾 
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－８－１２ ８階 
営業部　辻　雄太 
（東日本担当）〒107-0051 東京都港区元赤坂１－２－３ 赤坂見附MTビル 
東部広域自販機開発部 部長代理　大沼　潔 
（西日本担当）〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島2－2－2 近鉄堂島ビル18階 
西部支社 法人営業１部部長　田中芳郎 
〒100-6640 東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー 旅行営業統括部　大野雅矢 
〒414-0055 静岡県伊東市岡１２７４－９  
松坂博行 
〒163-0833 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 新宿ＮＳビル 
販売企画部 全旅連担当課長　田崎裕治 
〒141-8701 東京都品川区北品川５－５－２６ 
エルダー事業開発部 営業課　牧野　茂 
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町４－１－２ エネルギー開発部　
営業開発チーム 課長　真貝耕一郎 
〒171-0033 東京都豊島区高田3－23－23 高田本部ビル8F
営業本部　法人営業部　主任　古内隆宏
〒105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＢ館８F 
直販営業部法人開発Ｇ　担当部長　田中茂孝
〒184-0013 東京都小金井市前原町５－１－１４ 北多摩建設会館1F 
専務取締役　粟野和司 
〒100-0004 東京都千代田区大手町２－６－２ 日本ビル１２Ｆ 
旅行業営業部 営業第一課 主任　渡邉典昭 
〒990-0033 山形県山形市諏訪町１－１－１ センチュリープレイス山形
山形支店 支店長　菅原　勲 
〒167-0032 東京都杉並区天沼２－３－１ 
事業担当本部 企画部 次長　堀池元洋
〒140-0002 東京都品川区東品川４－１３－９ 楽天タワー2号館 
国内営業部　吉崎弘記 
〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１ 
横浜ランドマークタワー２０F 営業企画室 統括マネージャー　北薗勇人
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町10-17 本町第一ビル
坪田　達摩
〒105-0021 東京都港区東新橋2-3-3 ルオーゴ汐留8F
システムソリューション本部 営業グループ　田代一義
〒116-0002 東京都荒川区荒川７－１９－１ 
東京支社 業務部参事　倉場和紀 
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-6-12 新大阪駅前末広ビル1F
営業部 西日本チーム　末永　充 
〒700-0975 岡山県岡山市北区今８丁目１４－２８ 
代表取締役　田島浩太郎 
〒103-0028 東京都中央区八重洲１－５－１５－６Ｆ 
常務取締役 管理本部長　美斎津敬二 
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ジュータン及び椅子のメンテナ
ンス（シミ・汚れにSUPER ３S）
ROOMBANK事業他客室
情報システム
生命保険コンサルティング
他

旅行雑誌じゃらん、
じゃらんnet等
客室木部白木再生、各種
浴場等の各種再生
旅館ホテル客室等のリフォ
ーム・新築
カラオケ機器（DAM）販売、
音響・映像関連機器
ガスの製造、供給及び販
売、ガス機器の販売

家電製品全般

カラオケ機器販売（JOYSOUND,
UGA）音響・映像関連機器
空調機の高圧洗浄及びク
リーニング

旅館賠償責任保険

集団扱い企業財産保険

音楽・映像放送事業、防犯
カメラ事業等

予約サイト楽天トラベル等

予約サイト運用業務代行サ
ービス
ホテル・旅館専用宿泊管理
業務支援システム
予約・販売管理システムＴ
Ｌ－リンカーン

エレベータ設備・管理

食器洗浄機販売、メンテナ
ンス等
除菌、消臭用品、レジオネ
ラ菌除去等

照明設備等メンテナンス

損害保険

丸八真綿製品寝具製造・
販売他

ソフトドリンクメーカー
清涼飲料用自動販売機の
設置

（平成25年9月1日）

全旅連協定商社会 名簿

全旅連事業の紹介

03-5996-5407
03-5996-5435
03-6681-3140
03-6686-1039
03-3475-8865
03-3475-8824
03-5202-6605
03-5202-6669
045-471-0818
045-475-0822
03-3479-1528
03-3479-2104
06-6346-1164
06-6345-5768
03-6835-6405
03-6834-8629
0557-48-6026
0557-38-6557
03-3349-8044
03-5381-7832
03-3280-6821
03-3280-0962
06-6205-4674
06-6202-2190
03-6907-3116
03-6907-2996
0120-997-173
03-6848-8186
042-388-5123
042-316-1427
03-5299-3521
03-5299-3551
０23-633-8282
023-633-8353
03-5397-3333
03-5397-9446
050-5817-3366
03-6670-5237
045-227-6505
045-227-6507
086-234-7343
086-234-7333
03-5404-6702
03-5404-6706
03-3803-7319
03-3803-5234
06-6886-5537
06-6886-6658
086-245-3021
086-245-3071
03-5425-4620
03-5425-4621
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宿泊施設の、宿泊施設による、宿泊施設のための

予約管理システム

〒105-0021 東京都港区東新橋 2-3-3
電話 : 03-5404-6701 ㈹　FAX: 03-5404-6706

  お申込み・
     お問合せは 

旅行会社とネッ
ト販売を一元管

理！

■ユーザー様のお声をもとに、毎月機能増強を行っています！
■エリア単位で勉強会を開催、操作方法や活用事例等をお届けします！

☞ ユーザー支援
強化中!!

外税化、耐震、固定資産税の各問題を協議
旅政連が緊急支部長会議開く

　
　「消費税外税化表示」「改正耐震改修促進法」「固定
資産評価の見直し」といった業界が抱える各種の問題
に、それぞれ関連する法案がどう動くかで旅館・ホテル
の将来が決まるという状況下、そしてまた、ここにきて、
各問題が形を変えるという、予測しにくい様相を見せて
いることから、旅館政治連盟（佐藤信幸理事長）は9
月17日、東京・都市センターホテルで緊急支部長会議
を招集し、対策を協議した。その結果、これらの問題は、
年末に行われる政府及び自民党の税制調査会での議
論前までに運動していかなくてはならない問題であるこ
とから、旅政連では陳情攻勢が即今の急務であるとし、
全支部長に理解と協力を求めた。　　　　　　
　◇消費税外税表示に関する件＝6月5日に「消費税
転嫁対策特別措置法」が成立した。これは消費税率の
2段階引き上げを念頭に25年10月1日から施行され、
29年3月31日まで適用される時限立法。これにより、
旅館・ホテルでは利用者に対して、本体価格の他に、
税金等が別途請求されることをわかりやすく明記すれ
ば「税込価格」を表示しなくてもよいことになった。し
かし、全旅連は消費税転嫁の特措法終了後において
も、価格転嫁をしやすい外税表示を求めていくことを決
めている。そのため、旅館・ホテル業界が統一して外税
表記を推進することにより、外税表示が業界および利
用客のスタンダードとなり、3年間の特措法終了後も外
税表示を強く要望することが可能となるとし、近く全国
の都道府県支部において消費税外税化表示についての
勉強会を実施してもらうことを決めた。
　◇改正耐震改修促進法に関する件＝耐震診断と改
修への補助制度問題が焦点となっている改正法であ
り、現在全国の組合が知事への陳情を展開（知事への

直接面会15組合、担当課を通じて知事への要望16組合、
知事への面会予定あり9組合、残り未実施）しているが、
積極的な補助施策(和歌山、奈良、静岡、高知の各県。
中には事業者負担部分に対する最優遇融資資金を創設
した県も) をもって理解を示しているところもあるものの、
「今後に検討する」としている県が多いのが現状だ。な
お、同問題では、国が、いずれは全ての建物を対象にし
ていくという考えを示しているため「5000㎡未満だから
対象外だ」との考えは通用しないという状況となってき
たことから、対象外の小規模の建物の診断や改修時へ
の補助も視野に入れて、陳情をすべきだとする声も上
がった。
　◇固定資産評価の見直しに関する件＝ホテル・旅館
の用に供する建物に係る固定資産評価の見直しについて
は、23年12月10日の臨時閣議で、「家屋類型間の減価
状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成
27年度の評価替えにおいて対応する」と決定されている
もので、その後実施された実態調査では、旅館・ホテル
の固定資産評価基準における経年減点補正率基準表の
経過年数は、「36年」（現行は50年）が実態をふまえ、
適正であるとの結論に至っている。旅政連では「今回や
らなければ今後実現は難しくなる」という危機感をもっ
て、大きく経費の削減につながる「現行の50年から36
年への短縮」を求めて陳情していくことを決めた。
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消費税外税表示、改正耐震改修促進法、固定資産評価の見直しの各議題について
協議した第2回緊急支部長会議。日本旅館協会からは近兼会長らが出席した

旅政連が緊急支部長会議開く
耐震改修促進法の改正についての要望活動記録
第3回全旅連正副会長会議開催／全旅連委員会報告 
第2回コンシェルジュ読本作成委員会／2020年東京五輪
開催決定！

第16回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介
全旅連会議開催／経営ワンポイントアドバイス
全旅連協定商社会名簿

業務災害補償制度がスタートします！

全旅連事業サービス株式会社
TEL：03-3263-4429 FAX:03-3263-0220

①労災事故における
（１）従業員の怪我
（２）会社への賠償請求 をダブルで補償

②割安な保険料（最大55％割引）

③保険料は全額損金処理可能
④パート・アルバイト従業員も包括補償
⑤入院保険金・通院保険金を１日目から
お支払い等

＜業務災害補償制度（経営ダブルアシスト）の特徴＞

＜お問合せ先＞

詳しい内容、パンフレットのご請求等は下記連絡先にお気
軽にご相談ください

東京海上日動火災保険株式会社
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耐震改修促進法の改正についての要望活動記録耐震改修促進法の改正についての要望活動記録 第３回全旅連正副会長会議開催第３回全旅連正副会長会議開催

左から都道府県観議連新島副会長、北林幹事長、要望書を受取る細田自民党観
議連会長、田中会長、北掘事務局長、佐藤旅政連理事長

都道府県観議連幹部会の様子

左から佐藤会長、田村厚労大臣、今井副会長

自民党観議連幹部会で挨拶を述べる細田会長。右側業界幹部、左側関係省庁

財務委員会
　財務委員会（宮村耕資委員長）は、8月26日、
2回目の委員会および第1回全旅連協定商社会入
会審査会を開催した。
　委員会では、全国旅館ホテル事業協同組合（全
旅ホ協）の事業活動についても協議。全旅ホ協
は現在、高速道路等の有料道路を多頻度利用す
ることにより通行料金が割引となるETCコーポレ
ートカード事業を主とした事業活動を行っている
が、これ以外に共同購買事業としてお中元・お歳
暮、ＤＭ葉書の斡旋、業務用商品などの取扱をし
ている。全旅ホ協の収入を増加させるためにも新
たな取扱商品の検討を行った結果、（株）NIBM
の弱酸性次亜塩素酸水「ドクターウォーター」を
特別価格で紹介していくこととなった。ドクター
ウォーターは除菌・消臭に効果があり、使い勝手
の面でも優れていてシルバースター登録施設など
で既に導入実績がある（６頁参照）。
　また、全旅連協定商社会入会審査会では、新
規入会申込のあった（株）アルバン（全自動麻雀
卓他の販売）と、（株）ワコム（ペンタブレット端
末を活用した宿帳の電子化）の2社について面談
および審査会を行った。  ※審査結果については
9月17日、第3回正副会長会議にて了承。

ＮＨＫ受信料対策委員会
　ＮＨＫ受信料対策委員会
（佐藤勘三郎委員長）は、9月
5日、第１回目の委員会を開催
した。冒頭、佐藤委員長より、
「ＮＨＫ問題は多岐に亘るが、
本委員会では本来要望してき
た受信料体系の見直しに焦点
を絞って取り組んでいきたい。」と挨拶があった。
　委員会後半では、ＮＨＫ営業局から山田法人営
業部長をはじめ4名が出席、委員との間で積極的
な意見交換を行った。このなかでＮＨＫからは、
全旅連が要望している英国ＢＢＣ放送と同様に
“最初の15台までは１契約、16台目以降は事業所
割引を適用”という新しい受信料体系案に関し
て、旅館ホテルという特定の業態だけを対象とす
ることは難しいとし、新体系案にした場合の影響
試算（減収見込み）等についても説明があった。
　今後委員会では、受信料新体系案を早急に確
立するための運動を展開していく。

全旅連委員会報告全旅連委員会報告

　全旅連では、9月17日、第3回正副会長会議を開催、
喫緊の課題について審議した。
　消費税外税表示については、各県支部など全国
400箇所程度で勉強会を開催、組合員全体に外税化
への意識を啓蒙していくこととした。勉強会では、税
制委員会と青年部で作成した資料をもとに各県青年
部長が説明をできる体制をとっている。
　また、固定資産評価の見直しについては、9月14日
に新聞報道された耐震改修を実施した施設への投資
減税とは別の問題であることを強調、25日に全旅連
青年部が実施する陳情活動において、固定資産評価
の下限となる経過年数を現行の50年から36年に短

縮するよう、強く要望して行くことで了承した。
　全旅連協定商社の新規入会については、(株)ワコ
ムと(株)アルバンの2社の協賛契約を了承した。
　最後に、各委員会報告があり、楽天トラベル（株）から
協議会（ネット対策広報委員会で対応）に説明のあった
アフィリエイト導入に関する問題点について山口青年部
長より説明、今後協議会において検討していく。

８月１９日
【都道府県観議連幹部会】
　都道府県観光産業振興議員連盟の幹部会を開催。
田中久也会長（福岡県議会議員）より「耐震改修促
進法の改正にあたり、国及び地方公共団体の補助率
について、業界の皆様より要望を受けている地方公共
団体の1/3の補助率を確保するため、8月23日開催の
都道府県観議連総会において、都道府県議会で意見
書の採択をし、関係省庁に対して提出するよう決議を
する。」と挨拶。
　全国旅館政治連盟佐藤理事長より「東日本大震災
の際、旅館業界は5百万泊以上の被災者の方を受け
入れた実績がある。防災拠点と同等の補助率を拠出
してほしい」と訴えた。

　　　

【自民党観議連細田会長に要望】
　議員連盟幹部会終了後、都道府県観議連幹部と佐
藤理事長により、自民党観光産業振興議員連盟細田
博之会長に耐震診断・耐震、工事の地方公共団体の
補助率について国からの交付金の拠出を要望した。

【伊吹衆議院議長に要望】
　伊吹文明衆議院議長に「耐震改修促進法の改正」
について、要望した。（佐藤会長）

【田村厚生労働大臣に要望】
　厚生労働省の田村大臣に対して、業界の現状と耐
震改修促進法の改正についての、補助率について要
望。（佐藤会長・今井副会長）

　　

８月２２日
【都道府県観議連幹部会】
　群馬県前橋市「群馬ロイヤルホテル」において、都
道府県観議連役員に対して、地方公共団体の1/3の
補助率について確保するよう要望した。（佐藤会長）

８月２７日
【自民党観議連幹部会】
　自民党観議連幹部会が開催され、議員連盟側は細
田会長・望月幹事長・髙階事務局長・西村自民党交
通部会長、都道府県観議連北林幹事長、関係省庁とし
て国土交通省井上住宅局長・井上審議官・観光庁佐
藤次長・観光産業石原課長・厚生労働省依田健康局
生活衛生課長が出席の下、「耐震改修促進法の改正に
伴う補助率」、平成24年度に閣議決定をされている
「ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し」
について、議員連盟役員会の席上要望を執り行った。
（佐藤会長・大木副会長・今井副会長・工藤常務理事）

９月５日
【山田啓二京都府知事に要望】
　9月5日全国知事会会長の京都府山田知事に、佐
藤全旅連会長、京都府組合北原理事長と京都府組合
幹部役員により要望。
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試算（減収見込み）等についても説明があった。
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　厚生労働省の田村大臣に対して、業界の現状と耐
震改修促進法の改正についての、補助率について要
望。（佐藤会長・今井副会長）

　　

８月２２日
【都道府県観議連幹部会】
　群馬県前橋市「群馬ロイヤルホテル」において、都
道府県観議連役員に対して、地方公共団体の1/3の
補助率について確保するよう要望した。（佐藤会長）

８月２７日
【自民党観議連幹部会】
　自民党観議連幹部会が開催され、議員連盟側は細
田会長・望月幹事長・髙階事務局長・西村自民党交
通部会長、都道府県観議連北林幹事長、関係省庁とし
て国土交通省井上住宅局長・井上審議官・観光庁佐
藤次長・観光産業石原課長・厚生労働省依田健康局
生活衛生課長が出席の下、「耐震改修促進法の改正に
伴う補助率」、平成24年度に閣議決定をされている
「ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し」
について、議員連盟役員会の席上要望を執り行った。
（佐藤会長・大木副会長・今井副会長・工藤常務理事）

９月５日
【山田啓二京都府知事に要望】
　9月5日全国知事会会長の京都府山田知事に、佐
藤全旅連会長、京都府組合北原理事長と京都府組合
幹部役員により要望。



　奈良県・吉野山のシンボルであり、修験道の総本
山金峯山寺（きんぷせんじ）の国宝「仁王門」の大
修理勧進のために平成24年より向こう10年間、1年
に1カ月程度の秘仏ご本尊「金剛蔵王大権現」（こん
ごうざおうだいごんげん）が開帳されることになり、
吉野山旅館組合では、平成24年10月１日～12月9日
までのご開帳に合わせ、宿泊者限定(15 ～ 100名)
の夜間拝観「特別拝感プラン」を作成した（それ以
外のお客様は宿泊費のほかに別途3000円が必要）。
普段では拝むことのない夜の権現さんを間近で心静
かに拝み、特別なご縁を結んでもらいたいという組
合企画の「秋の夜長の夜間拝感」は、金峯山寺の僧
侶との協力で実現した。
　参加者は20時より蔵王堂に入り、扉が閉ざされ、
ローソクの灯りだけで法要、法話を聞いた。法要は
邪気を吹き飛ばす法螺貝で始まり、法螺貝で終わっ
た。「声明（しょうみょう）と闇夜に浮かぶ蔵王権現」
は幻想世界そのもの。7メートルにも及ぶ権現像に、
参加者は「気が引き締まり、心が洗い流された」と
感動し、なかには再度、他の人を連れ立ってリピー
ターとなった参加者もいるほどだ。
　組合では「新たなお客さまとの出会いにつながっ
たことも大きな喜びであった」と語っている。「夜間
拝感」に参加した吉野山の宿泊施設は旅館、宿坊、
民宿を合わせ22施設。全13回の「夜間拝感」には
延べ1,340人の拝観者があった。
　組合では平成25年4月27日～ 6月2日までのご開
帳の期間にも全12夜の「夜間拝感」を計画した。

　
　「高齢者や障害者、乳幼児を抱える家族などにも
っと気軽に温泉を楽しんでもらいたい」と、静岡県
ホテル旅館生活衛生同業組合は平成24年8月に、
専門アドバイザーや介護施設等関係者、また、旅館
ホテル営業者や事務局スタッフを構成員とした「温
泉絆推進事業ワーキンググループ」を立ち上げ、「人
に優しい温泉宿泊施設づくり」に当たってビジネス
モデルを構築するためのガイド本を作成していくこと
になった。同事業は「安全・安心な温泉等推進事業」
と銘打ち、県の委託を受けて実施したもの。
　まず、県内温泉施設に対して高齢者や障害者の
利用状況などに関するアンケート調査を実施。介護
施設に対しては、温泉への宿泊・入浴ニーズや課題
についての聞きとり作業を進め、サービスや衛生管
理手法などを検討。また、必要に応じて入浴に関す
る研修会なども開催するなどして、平成25年3月に
「静岡県の人に優しい温泉づくり」をまとめた。ユニ
バーサルデザインやバリアフリーに配慮した施設整
備と、ホテルや旅館がそれぞれの持ち味を活かして
全てのお客様を迎え入れるために役立つ同書は、さ
まざまな角度から検討した結果が6章にわたってま
とめられている。
　組合は「誰もが温泉を楽しめるような施設づくり
を進めていきたい。また、これを出発点に今後もよ
り深く、幅広く、宿泊や温泉を楽しんでもらえるシス
テム、ビジネスモデルづくりを進めていきたい」とし
ている。　　　　　　　　　　　

全旅連シルバースター部会長賞

吉野山旅館組合
宿泊者限定「夜間拝感」

（声明と闇に浮かぶ秘仏蔵王権現）
「安全・安心な温泉等絆推進事業
（人に優しい温泉宿泊づくり）」

リクルートライフスタイル「じゃらん」賞

静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合　
温泉絆推進事業ワーキンググループ

第16回「人に優しい地域の宿づくり昌」受賞者紹介第16回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介

蔵王堂内で声明を聞く拝観者

ネット対策・広報委員会
　9月10日、ネット対策・広報委員会（佐久間克文
委員長）は2回目の委員会を開催。（株）トランスネ
ットのROOMBANK事業撤退に伴い、「宿ネット」
の予約受付機能が10月末日をもって停止となる
課題に関して、（株）トランスネットより11月1日
以降の予約機能サービス案について説明があっ
たが、「宿ネット」は、自社HPの予約につながる形
が望ましいという意見もあり、より深い議論を要
するとして継続して検討していくこととなった。
　また、楽天トラベル（株）との協議会を開催。予
約サイトの利用にあたりA・Bプランそれぞれに決
められた部屋提供数の変更並びに部屋提供数に
応じて手数料が変動となる件、楽天のアフィリエ
イトサービス経由での宿泊実績に対してのアフィ
リエイト報酬料が契約施設の負担となる件につい
て説明があり、9月18日より全国で説明会を行っ
ていくとのこと。同委員会ではアフィリエイト報
酬料の負担については実質的手数料の値上げだ
として今後の動向を注視していくとした。

2020年東京五輪開催決定！！　
東京都組合  今井 明男理事長コメント

　東京五輪開催決定は日本にとって
も喜ばしいニュースです。海外の旅
行業者は、浅草、秋葉原、銀座、新宿、
渋谷などや、全国各地の旅館、温泉
地、観光地に関心を持っています。
五輪開催を機により多くの海外のお客様が日本へ
お越しになるよう努力をしていきたいと思います。

第２回コンシェルジュ読本作成委員会

東京都組合
今井理事長

トラベルヘルパーによる入浴介助（左）を
行っている熱川プリンスホテルでの意見交
換会の様子（右）

　全旅連は9月12日、第2回コンシェルジュ読本
作成委員会（多田計介委員長＝シルバースター部会
長）を全旅連会議室で開き、今年度内に発刊を決
めた「『人にやさしい宿』コンシェルジュ読本（仮
題）」の編集や実態調査に向けての検討を行った。
同事業は高齢者・障害者等が安心して宿泊できる
環境整備事業（平成25年度生活衛生関係営業対
策事業費補助金）として実施する。事業活動は、
「旅館ホテルは国民の生活に安らぎを与える場であ
り、大災害時には被災者の避難施設としての役割
も果たしている」という社会的地位の向上を目指し
ていくための取組みで、①委員会（勉強会）の開催
②実態調査の実施③コンシェルジュ読本の作成な
どの事業を進めていく。
　同読本の作成に当たっては徹底したアンケート
調査を全シルバースター登録施設に対して実施す
る。設問は様々な意見や活動事例も得られるように
し、「高齢者や障害者への対応」と「災害時の避難所
としての経験や心構え」について尋ね、物事の推論
の基礎となる数字データの収集に努めるほか、お客
さまの予約時や来館時に受けた要望や質問、また、
クレームあるいは高い評価を受けた部分、食事面で

の配慮（アレルギーへの対応やオーガニック食品の
勧めなど）、そして、避難所として考えた場合の意識
度などについて把握し、エッセンスを見出していく。
　アンケートや現地調査での先進事例等を色濃く
反映させ、今、そしてこれからの時代に向き合うなか
で、数々の事例やヒントから新たな気づきが得られ
るような編集を行っていきたいとし、ノーマライゼ―
ションの精神だけでなく、どんなお客さまにも受け入
れてもらえる、人にやさしい宿づくりのための「知識」
と「配慮」を身につけられる「コンシェルジュ読本」を
目指していく。同読本は全組合員に配布される。
　また、同日開催したシルバースター部会経営研究
委員会（中村実彦委員長）では、シルバースターキャ
ンペーンについて協議し、ハローキティの全旅連オ
リジナルスクエアミニバッグを賞品としたキーワード
キャンペーンを11月から実施していくことを決めた。

・・
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全旅連会議開催全旅連会議開催
【9月】

ワンポイントアドバイス経 営

渡邉 清一朗
「まんすりー」経営改善講座

質問・相談は
watanabe@yadonet.ne.jp  携帯（090-3322-7208）
または、全旅連事務局（03-3263-4428）までどうぞ。

「明確な指針」
　2020年の東京オリンピック開催決定、素直に良かった
ですね。前回の東京オリンピックの開催が決定した1959
年に生まれ、４歳の記憶の端っこに突然白黒テレビが自
宅に鎮座していた私にとっては感慨深いものがあります。
オリンピックという合言葉のもとに自国を愛する国民が、
志と矜持を胸に日本人の精神を鼓舞し日章旗に敬意を払
い、ご皇室を尊崇してすすむという明確な指針が示され
ました。一日も早い震災からの復興、災害に耐えうる国
土の実現、安定した電力の供給など難問山積ですが、有
無を言わさず国家として強力に進めてほしいと思います。
　これから７年間はもとより、2020年のオリンピックを
目の当たりにした老若男女がまたそこから勇気と希望を
もって進むことができるとするならば、これからの日本は
間違いなく「黄金の10年」となることでしょう。一つ懸念
材料があるとすれば消費税の増税です。この稿が皆様の
お手元に届くころ10月初旬は、消費税の引き上げやいか
にといった状況でしょうが、コアコアCPIやGDPデフレー
タなどの数値が本当にデフレ脱却を示すものになってい
るとは思えない小生としては、マスコミ予想に反し増税
先送りとなっていることを期待したいと思っています。

３日（火）
●全旅連女性経営者の会（ＪＫＫ）役員会
５日（木）
●全旅連ＮＨＫ受信料対策委員会
１０日（火）
●全旅連ネット対策・広報委員会
●楽天トラベル株式会社との協議会
１２日（木）
●第２回コンシェルジュ読本作成委員会
●全旅連シルバースター部会経営研究委員会
１３日（金）
●全旅連レジャーホテル委員会
１７日（火）
●旅政連緊急支部長会議
　於：都市センターホテル（東京都千代田区）
●第３回全旅連正副会長会議
２４日（火）
●全旅連青年部常任理事会 他
２５日（水）
●全旅連青年部臨時総会・陳情活動 他
　於：都道府県会館（東京都千代田区）
●全旅連税制委員会
２６日（木）
●全旅連ネット対策・広報委員会

除菌・消臭革命「ドクターウォーター」

全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介

『消すまでは　心の警報　ＯＮのまま』

平成25年11月9日(土) ～11月15日(金)

平成25年秋季全国火災予防運動

防火標語

実施期間

　この度、株式会社ＮＩＢＭと契約を結び、全国旅館
ホテル事業協同組合では弱酸性次亜塩素酸水「ドク
ターウォーター（除菌・消臭水）」を特別価格で販売す
ることになりました。
　本製品は、旅館業におけるノロウイルス、インフルエ
ンザウイルス等の衛生管理にすばらしい効果を発揮
し、かつ安価で、なにより使い勝手の面でも優れてい
るオールマイティな除菌・消臭水です。３年ほど前か
ら多くの旅館・病院・食品工業・コンビニエンスストア
等が使用しており、抜群の信頼性で急速に広まってお
ります。我が社はもちろん、佐藤会長、大木会長代行
の旅館でも実際に使用され、信頼性を確認しているこ
とから、今回、お勧めの商品としてご案内させていた
だきます。
　なお、使用用途につきましては下記に掲載しました
ので、貴館の安心・安全な宿づくりにご活用いただき
ますよう、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

　　全旅連会長補佐（厚生担当）　野澤幸司

　以上3点を１セットとして通常価格8,800円のとこ
ろ、組合員特別価格5,500円（消費税、送料500円別）
にて販売いたします。ご注文は、株式会社ＮＩＢＭまで。
電話（0120-032-838）またはFAX（03-3280-1257）に
て承ります。
※商品注文書は「宿ネット」の『組合員専用ページ』からもダウン
ロードできます。（http://www.yadonet.ne.jp/member/）

　①食材の除菌・鮮度保持（野菜・果物・魚・肉）
浸漬またはスプレー＋流水

　　▶ 濃度50～20ppm（希釈：4倍～10倍）

　②厨房・包丁・まな板等の除菌　
スプレーまたは浸漬　

　　▶ 濃度220～50ppm（希釈：原液～4倍）　

　③手指の除菌　　　　　
　　対象面にスプレー・清拭
　　▶ 濃度100～50ppm（希釈：2倍～4倍）

　④トイレの除菌・消臭
　　対象面にスプレー・清拭
　　▶ 濃度220～100ppm（希釈：原液～2倍）

　⑤客室の除菌・消臭
　　噴霧器による空間噴霧
　　▶ 濃度50～30ppm（希釈：4倍～6倍）

　⑥排水口の除菌・消臭
　　対象面にスプレー
　　▶ 濃度220～100ppm（希釈：原液～2倍）

他社製品との価格比較

550円/㍑

932円/㍑932円/㍑ 964円/㍑

1,173円/㍑

【大手通販サイト調べ】

1,570円/㍑

ドクター
ウォーター

K社
消臭剤

L社
アルコール
除菌剤

A社
アルコール
除菌剤

P社
消臭剤

  ・ドクターウォーター１箱（10ℓ）
  ・専用スプレーヤー１本（400ｍℓ）
  ・専用ボトル1本（1000ｍℓ）　

 本社 〒108-0071
東京都港区白金台2-26-10グリーンオーク高輪台5Ｆ
TEL：03-3280-1357（代）   FAX：03-3280-1257

使用用途

商品及び価格

株式会社ＮＩＢＭ

ドクターウォーター（10ℓ）

専用スプレーヤー（400ｍℓ） 専用ボトル（1000ｍℓ）
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●全旅連税制委員会
２６日（木）
●全旅連ネット対策・広報委員会

除菌・消臭革命「ドクターウォーター」

全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介

『消すまでは　心の警報　ＯＮのまま』

平成25年11月9日(土) ～11月15日(金)

平成25年秋季全国火災予防運動

防火標語

実施期間

　この度、株式会社ＮＩＢＭと契約を結び、全国旅館
ホテル事業協同組合では弱酸性次亜塩素酸水「ドク
ターウォーター（除菌・消臭水）」を特別価格で販売す
ることになりました。
　本製品は、旅館業におけるノロウイルス、インフルエ
ンザウイルス等の衛生管理にすばらしい効果を発揮
し、かつ安価で、なにより使い勝手の面でも優れてい
るオールマイティな除菌・消臭水です。３年ほど前か
ら多くの旅館・病院・食品工業・コンビニエンスストア
等が使用しており、抜群の信頼性で急速に広まってお
ります。我が社はもちろん、佐藤会長、大木会長代行
の旅館でも実際に使用され、信頼性を確認しているこ
とから、今回、お勧めの商品としてご案内させていた
だきます。
　なお、使用用途につきましては下記に掲載しました
ので、貴館の安心・安全な宿づくりにご活用いただき
ますよう、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

　　全旅連会長補佐（厚生担当）　野澤幸司

　以上3点を１セットとして通常価格8,800円のとこ
ろ、組合員特別価格5,500円（消費税、送料500円別）
にて販売いたします。ご注文は、株式会社ＮＩＢＭまで。
電話（0120-032-838）またはFAX（03-3280-1257）に
て承ります。
※商品注文書は「宿ネット」の『組合員専用ページ』からもダウン
ロードできます。（http://www.yadonet.ne.jp/member/）

　①食材の除菌・鮮度保持（野菜・果物・魚・肉）
浸漬またはスプレー＋流水

　　▶ 濃度50～20ppm（希釈：4倍～10倍）

　②厨房・包丁・まな板等の除菌　
スプレーまたは浸漬　

　　▶ 濃度220～50ppm（希釈：原液～4倍）　

　③手指の除菌　　　　　
　　対象面にスプレー・清拭
　　▶ 濃度100～50ppm（希釈：2倍～4倍）

　④トイレの除菌・消臭
　　対象面にスプレー・清拭
　　▶ 濃度220～100ppm（希釈：原液～2倍）

　⑤客室の除菌・消臭
　　噴霧器による空間噴霧
　　▶ 濃度50～30ppm（希釈：4倍～6倍）

　⑥排水口の除菌・消臭
　　対象面にスプレー
　　▶ 濃度220～100ppm（希釈：原液～2倍）

他社製品との価格比較

550円/㍑

932円/㍑932円/㍑ 964円/㍑

1,173円/㍑

【大手通販サイト調べ】

1,570円/㍑

ドクター
ウォーター

K社
消臭剤

L社
アルコール
除菌剤

A社
アルコール
除菌剤

P社
消臭剤

  ・ドクターウォーター１箱（10ℓ）
  ・専用スプレーヤー１本（400ｍℓ）
  ・専用ボトル1本（1000ｍℓ）　

 本社 〒108-0071
東京都港区白金台2-26-10グリーンオーク高輪台5Ｆ
TEL：03-3280-1357（代）   FAX：03-3280-1257

使用用途

商品及び価格

株式会社ＮＩＢＭ

ドクターウォーター（10ℓ）

専用スプレーヤー（400ｍℓ） 専用ボトル（1000ｍℓ）
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システム・シャイン・サービス（株）

（株）トランスネット

ソニー生命保険（株）

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

丸八真綿グループ（株）マルハチプロ

サントリーフーズ（株）

（株）リクルートライフスタイル

（株）セラミックテクノロジー

ミサワホーム㈱

（株）第一興商

大阪ガス（株）

（株）コジマ

（株）エクシング

（株）まごのてライフサービス

東京海上日動火災保険（株）

AIU損害保険株式会社

キャンシステム（株）

楽天トラベル（株）

（株）宿泊予約経営研究所

（株）ユーコム

（株）シーナッツ

三菱電機ビルテクノサービス（株）

（株）ウィンターハルター・ジャパン

（有）プラス・ワン

ラナベイク（株）

【サントリーコーポレートビジネス（株）】

〒171-0052 東京都豊島区南長崎６－８－１０
加藤　卓  
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－３－１ 三恵ビル８F 
ホテル旅館事業部 マネージャー　土方　昇　 
〒107-8585 東京都港区南青山１－１－１ 新青山ビル東館７F 
マーケティング部法人営業課　荒井俊之 
〒103-0027 東京都中央区日本橋３－５－１９ 
広域法人開発部 営業第二課 　日浅　勇爾 
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－８－１２ ８階 
営業部　辻　雄太 
（東日本担当）〒107-0051 東京都港区元赤坂１－２－３ 赤坂見附MTビル 
東部広域自販機開発部 部長代理　大沼　潔 
（西日本担当）〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島2－2－2 近鉄堂島ビル18階 
西部支社 法人営業１部部長　田中芳郎 
〒100-6640 東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー 旅行営業統括部　大野雅矢 
〒414-0055 静岡県伊東市岡１２７４－９  
松坂博行 
〒163-0833 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 新宿ＮＳビル 
販売企画部 全旅連担当課長　田崎裕治 
〒141-8701 東京都品川区北品川５－５－２６ 
エルダー事業開発部 営業課　牧野　茂 
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町４－１－２ エネルギー開発部　
営業開発チーム 課長　真貝耕一郎 
〒171-0033 東京都豊島区高田3－23－23 高田本部ビル8F
営業本部　法人営業部　主任　古内隆宏
〒105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＢ館８F 
直販営業部法人開発Ｇ　担当部長　田中茂孝
〒184-0013 東京都小金井市前原町５－１－１４ 北多摩建設会館1F 
専務取締役　粟野和司 
〒100-0004 東京都千代田区大手町２－６－２ 日本ビル１２Ｆ 
旅行業営業部 営業第一課 主任　渡邉典昭 
〒990-0033 山形県山形市諏訪町１－１－１ センチュリープレイス山形
山形支店 支店長　菅原　勲 
〒167-0032 東京都杉並区天沼２－３－１ 
事業担当本部 企画部 次長　堀池元洋
〒140-0002 東京都品川区東品川４－１３－９ 楽天タワー2号館 
国内営業部　吉崎弘記 
〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１ 
横浜ランドマークタワー２０F 営業企画室 統括マネージャー　北薗勇人
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町10-17 本町第一ビル
坪田　達摩
〒105-0021 東京都港区東新橋2-3-3 ルオーゴ汐留8F
システムソリューション本部 営業グループ　田代一義
〒116-0002 東京都荒川区荒川７－１９－１ 
東京支社 業務部参事　倉場和紀 
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-6-12 新大阪駅前末広ビル1F
営業部 西日本チーム　末永　充 
〒700-0975 岡山県岡山市北区今８丁目１４－２８ 
代表取締役　田島浩太郎 
〒103-0028 東京都中央区八重洲１－５－１５－６Ｆ 
常務取締役 管理本部長　美斎津敬二 
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ジュータン及び椅子のメンテナ
ンス（シミ・汚れにSUPER ３S）
ROOMBANK事業他客室
情報システム
生命保険コンサルティング
他

旅行雑誌じゃらん、
じゃらんnet等
客室木部白木再生、各種
浴場等の各種再生
旅館ホテル客室等のリフォ
ーム・新築
カラオケ機器（DAM）販売、
音響・映像関連機器
ガスの製造、供給及び販
売、ガス機器の販売

家電製品全般

カラオケ機器販売（JOYSOUND,
UGA）音響・映像関連機器
空調機の高圧洗浄及びク
リーニング

旅館賠償責任保険

集団扱い企業財産保険

音楽・映像放送事業、防犯
カメラ事業等

予約サイト楽天トラベル等

予約サイト運用業務代行サ
ービス
ホテル・旅館専用宿泊管理
業務支援システム
予約・販売管理システムＴ
Ｌ－リンカーン

エレベータ設備・管理

食器洗浄機販売、メンテナ
ンス等
除菌、消臭用品、レジオネ
ラ菌除去等

照明設備等メンテナンス

損害保険

丸八真綿製品寝具製造・
販売他

ソフトドリンクメーカー
清涼飲料用自動販売機の
設置

（平成25年9月1日）

全旅連協定商社会 名簿

全旅連事業の紹介

03-5996-5407
03-5996-5435
03-6681-3140
03-6686-1039
03-3475-8865
03-3475-8824
03-5202-6605
03-5202-6669
045-471-0818
045-475-0822
03-3479-1528
03-3479-2104
06-6346-1164
06-6345-5768
03-6835-6405
03-6834-8629
0557-48-6026
0557-38-6557
03-3349-8044
03-5381-7832
03-3280-6821
03-3280-0962
06-6205-4674
06-6202-2190
03-6907-3116
03-6907-2996
0120-997-173
03-6848-8186
042-388-5123
042-316-1427
03-5299-3521
03-5299-3551
０23-633-8282
023-633-8353
03-5397-3333
03-5397-9446
050-5817-3366
03-6670-5237
045-227-6505
045-227-6507
086-234-7343
086-234-7333
03-5404-6702
03-5404-6706
03-3803-7319
03-3803-5234
06-6886-5537
06-6886-6658
086-245-3021
086-245-3071
03-5425-4620
03-5425-4621

月号 201310

http://www.seanuts.co.jp/

宿泊施設の、宿泊施設による、宿泊施設のための

予約管理システム

〒105-0021 東京都港区東新橋 2-3-3
電話 : 03-5404-6701 ㈹　FAX: 03-5404-6706

  お申込み・
     お問合せは 

旅行会社とネッ
ト販売を一元管

理！

■ユーザー様のお声をもとに、毎月機能増強を行っています！
■エリア単位で勉強会を開催、操作方法や活用事例等をお届けします！

☞ ユーザー支援
強化中!!

外税化、耐震、固定資産税の各問題を協議
旅政連が緊急支部長会議開く

　
　「消費税外税化表示」「改正耐震改修促進法」「固定
資産評価の見直し」といった業界が抱える各種の問題
に、それぞれ関連する法案がどう動くかで旅館・ホテル
の将来が決まるという状況下、そしてまた、ここにきて、
各問題が形を変えるという、予測しにくい様相を見せて
いることから、旅館政治連盟（佐藤信幸理事長）は9
月17日、東京・都市センターホテルで緊急支部長会議
を招集し、対策を協議した。その結果、これらの問題は、
年末に行われる政府及び自民党の税制調査会での議
論前までに運動していかなくてはならない問題であるこ
とから、旅政連では陳情攻勢が即今の急務であるとし、
全支部長に理解と協力を求めた。　　　　　　
　◇消費税外税表示に関する件＝6月5日に「消費税
転嫁対策特別措置法」が成立した。これは消費税率の
2段階引き上げを念頭に25年10月1日から施行され、
29年3月31日まで適用される時限立法。これにより、
旅館・ホテルでは利用者に対して、本体価格の他に、
税金等が別途請求されることをわかりやすく明記すれ
ば「税込価格」を表示しなくてもよいことになった。し
かし、全旅連は消費税転嫁の特措法終了後において
も、価格転嫁をしやすい外税表示を求めていくことを決
めている。そのため、旅館・ホテル業界が統一して外税
表記を推進することにより、外税表示が業界および利
用客のスタンダードとなり、3年間の特措法終了後も外
税表示を強く要望することが可能となるとし、近く全国
の都道府県支部において消費税外税化表示についての
勉強会を実施してもらうことを決めた。
　◇改正耐震改修促進法に関する件＝耐震診断と改
修への補助制度問題が焦点となっている改正法であ
り、現在全国の組合が知事への陳情を展開（知事への

直接面会15組合、担当課を通じて知事への要望16組合、
知事への面会予定あり9組合、残り未実施）しているが、
積極的な補助施策(和歌山、奈良、静岡、高知の各県。
中には事業者負担部分に対する最優遇融資資金を創設
した県も) をもって理解を示しているところもあるものの、
「今後に検討する」としている県が多いのが現状だ。な
お、同問題では、国が、いずれは全ての建物を対象にし
ていくという考えを示しているため「5000㎡未満だから
対象外だ」との考えは通用しないという状況となってき
たことから、対象外の小規模の建物の診断や改修時へ
の補助も視野に入れて、陳情をすべきだとする声も上
がった。
　◇固定資産評価の見直しに関する件＝ホテル・旅館
の用に供する建物に係る固定資産評価の見直しについて
は、23年12月10日の臨時閣議で、「家屋類型間の減価
状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成
27年度の評価替えにおいて対応する」と決定されている
もので、その後実施された実態調査では、旅館・ホテル
の固定資産評価基準における経年減点補正率基準表の
経過年数は、「36年」（現行は50年）が実態をふまえ、
適正であるとの結論に至っている。旅政連では「今回や
らなければ今後実現は難しくなる」という危機感をもっ
て、大きく経費の削減につながる「現行の50年から36
年への短縮」を求めて陳情していくことを決めた。
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消費税外税表示、改正耐震改修促進法、固定資産評価の見直しの各議題について
協議した第2回緊急支部長会議。日本旅館協会からは近兼会長らが出席した

旅政連が緊急支部長会議開く
耐震改修促進法の改正についての要望活動記録
第3回全旅連正副会長会議開催／全旅連委員会報告 
第2回コンシェルジュ読本作成委員会／2020年東京五輪
開催決定！

第16回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
全国旅館ホテル事業協同組合事業の紹介
全旅連会議開催／経営ワンポイントアドバイス
全旅連協定商社会名簿

業務災害補償制度がスタートします！

全旅連事業サービス株式会社
TEL：03-3263-4429 FAX:03-3263-0220

①労災事故における
（１）従業員の怪我
（２）会社への賠償請求 をダブルで補償

②割安な保険料（最大55％割引）

③保険料は全額損金処理可能
④パート・アルバイト従業員も包括補償
⑤入院保険金・通院保険金を１日目から
お支払い等

＜業務災害補償制度（経営ダブルアシスト）の特徴＞

＜お問合せ先＞

詳しい内容、パンフレットのご請求等は下記連絡先にお気
軽にご相談ください

東京海上日動火災保険株式会社




