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閉会後、入賞者へのぶら下がり取材時間を予定しています。
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G20 観光大臣会合サイドイベント「観光×Tech

Pitch」

概要

主催： 株式会社みずほ銀行、株式会社 JTB、株式会社日本政策投資銀行、観光庁
日程： 令和元（2019）年 10 月 25 日（金） ９：３０－１３：３０
場所： JR タワーホテル日航札幌 （北海道札幌市中央区北５条西２丁目 5 番地）
概要： テクノロジー企業によるプレゼンテーション
北海道内外の観光関連企業とのビジネスマッチング
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参加団体 （アルファベット順）

No.

代表法人名

サービス名

国名

1

株式会社 Airporter

空港とホテル間の手荷物当日配送サービス

日本

2

株式会社 atta

ビッグデータと AI を駆使したトラベル検索

日本

サービス「atta」

3

株式会社ビースポーク

AI チャットボット 「BEBOT」（ビーボット）

日本

4

ecbo 株式会社

ecbo cloak (エクボクローク)

日本

5

Global Himalayan

Electrification of remote Himalayan

インド

Expedition

Communities through Impact Tourism

株式会社ぐるなび

LIVE JAPAN を活用した外国人旅行者に対す

6

日本

る多言語での災害情報発信

7

株式会社 Luup

LUUP（ループ）

日本

8

日本電気株式会社

Digital ID（顔認証、ID 連携）を活用した

日本

手ぶら観光

9

NOFATE 株式会社

smarTravel(仮称)： オーバーツーリズム問題を

日本

解消し、カスタマーエクスペリエンス(顧客満足
度)を高める仕組み

10

株式会社 PIJIN

QR Translator

日本

11

株式会社プレースホルダ

遊びが学びに変わる 次世代型テーマパーク

日本

「リトルプラネット」

12

SEKAI HOTEL 株式会社

SEKAI HOTEL（セカイホテル）

日本

13

株式会社 Stroly

Stroly（ストローリー）

日本

14

TakeMeTour Pte. Ltd.

TakeMeTour

タイ

15

Timekettle

Timekettle defines AI translators in an

中国

innovative way that will bring new
opprtunities ot travelers.

16

tripla 株式会社

旅行業界特化型の予約もできる tripla チャ

日本

ットボットサービス

17

株式会社オー・エス・エ

忘れ物・手荷物国際配送サービス

日本

訪日外国人旅行者に特化した「手の中の旅行

日本

ス
18

ＷAmazing 株式会社

エージェント」WAmazing が解決する地方部
への旅行者の分散・平準化

19

一般社団法人 WheeLog

みんなでつくるバリアフリーマップ

日本

「WheeLog!」

20

WovnTechnologies 株式会

WEB サイト・アプリの多言語化を実現する

社

SaaS「WOVN.io」

日本
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２次選考 出場者一覧 ※アルファベット順※

株式会社 Airporter
手荷物の当日配送サービス
1

Airporterは、宿泊施設と空港間の手荷物当日配送を実現させることにより、旅行者の「観光時間
を創出」します。急増する訪日外国人の大型荷物を預る場所は日本には多くありません。そのた
め、訪日外国人の方は、手荷物を預ける場所に困り、預けることができたとしても、取りに「戻
る」労力と時間が必要でした。Airporterを活用いただくことにより、旅全体の満足度が向上しま
す。また、それに伴う国内の消費促進を実現致します。

株式会社atta
atta
2

AIでお得な予約タイミングのお知らせが届き、よりお得に航空券や宿泊予約ができるアプリ。
世界、138万軒のホテルや旅館、民泊、別荘といった宿泊検索と全世界を対象にしたフライト検
索が可能。旅行ビッグデータを活用し、料金トレンドをAIで把握、最適な予約タイミング情報を
旅行者に提供し、安くなったらスマホプッシュが届くので、よりお得に予約が可能に。 満室や
満席の場合、attaが変わりに空室、空席を探し出し、予約可能になったらプッシュが届く。日本
語、英語対応し、日本70％、海外30％のユーザーが利用。

株式会社ビースポーク
BEBOT
3

「Bebot」は自社開発した旅行特化型AIエンジンを搭載したチャットボットで、国内では年間
1000万人以上の旅行者がすでに利用されている。人的リソースを使うことなく（１）旅行者か
らの質問に対して、スマートフォンを通してAIが回答し、さらには（２）独自の返信ロジックで
混雑緩和も実現する。以上２点から「持続可能な観光を実現するためのソリューション」として
オーバーツーリズムに悩む（１）自治体（２）交通機関（３）ホテルで活用されている。
国内主要導入先：JNTO、成田空港、ホテルオークラ 他多数

ecbo株式会社
ecbo cloak / ecbo pickup（開発中）
4

「ecbo cloak」は「荷物を預けたい人」と「荷物を預かるスペースを持つお店」をつなぐ荷物一
時預かりシェアリングサービスです。アプリまたはwebサイトからの事前予約で、カフェ・美容
室・郵便局・駅構内など、多種多様なスペースに荷物を預けることができます。全国47都道府県、
1000店舗以上で展開中。
「ecbo pickup」はカフェや美容室、カラオケ店、神社など50業種以上ある既存のecbo cloakの
荷物預かり店舗で、EC等で購入した宅配物の受け取りができるサービスです。（現在開発中）

Global Himalayan Expedition
Impact Tourism to bring Solar Energy and Development to Remote mountain
communities
5

GHE is the world’s first organization conducting Climate Positive Traveler Expeditions.
GHE Expeditions involve travelers from diverse backgrounds and different countries who
come together to bring solar energy to the remote unelectrified villages in the
Himalayas. The capital cost for the Solar grids is paid for by the travellers as part of
their expedition fees. Through its “Impact Expeditions” GHE is able to leverage tourism
as a force for holistic development for the remote communities.

株式会社ぐるなび
LIVE JAPANを活用した外国人旅行者に対する多言語での災害情報発信

6

○発災時、土地勘がなく・日本語が読めない・分からない外国人旅行者に対して、多言語で災害
情報を届ける
○GPSにより、今いる場所周辺の自治体防災情報や交通情報などを紹介
○さらに、LIVE JAPAN 登録施設自身が発災時に災害支援情報を多言語でリアルタイムに発信で
きる仕組みを構築
○平常時は旅の楽しみ、発災時は災害情報を発信することができる施設が既に3,000件以上登録
○施設自身が日本語で選択するだけで多言語に一括変換され、リアルタイムに情報発信できる仕
組みは特許取得中

株式会社Luup
LUUP
7

電動キックボードをはじめとする、電動マイクロモビリティのシェアリング事業「LUUP」。ア
プリを介して、 好きな場所から好きなタイミングで、街中においてある電動マイクロモビリティ
に乗ることができる。これにより、住民の普段の交通や観光時の利便性を向上させ、地域の不動
産・店舗の価値の向上に貢献する。電動マイクロモビリティは、電動であるため、エコで、かつ
誰でも簡単に乗ることができる。さらに小型なため、街中への配備に適している。徒歩10~15分
の「徒歩だと少し遠い」を解決することができる。

日本電気株式会社
Digital ID（顔認証、ID連携）を活用した手ぶら観光
8

Digital ID（顔認証、ID連携）を活用し、地域内での店舗やホテルなどにおける手ぶら観光を実
現する。空港や駅を地域の窓口と捉え、空港や駅で顔認証でチェックインをしホテルに荷物を配
送する。店舗での顔パス決済や交通機関での顔認証による乗降など、手ぶらでの観光・移動によ
り買い物しやすい環境を創り、地域の消費を向上させる。先進技術を適用した観光、地域づくり
を世界に発信し、技術先進国として日本のブランドを訴求する。

NOFATE株式会社
smarTravel
9

オーバーツーリズムを解消また発生防止し、地域住民・旅行者・観光業界の三方よしのサービス
を構築する。事前予約制導入 x 異なる時間帯・周辺地域のレコメンド機能を組み合わせることで、
混雑の著しい地域と観光客を誘致したい地域の平準化を図る。混雑・オーバーツーリズムに直面
している地域・観光施設の最適許容数を割り出し、お客様が快適に過ごせるよう事前予約制を導
入し、混雑・混乱を回避する。空き状況の見える化により、集中する時間帯の分散、また人気観
光地以外の地域への分散を促す。

株式会社オー・エス・エス
TUMOCA Express 訪日外国人観光客の忘れ物・手荷物国際配送サービス
10

訪日外国人観光客（非居住者）のホテルや商業施設で発生した忘れ物や手荷物を国際配送し、自
宅まで届けるサービス。ゲストからホテルに発送依頼があった後、ゲストへ直接連絡を行い料金
決済から配送手配の全て行う。ホテルに金銭的な負担は一切かからず、スタッフの業務負担を軽
減することができる。「最終日の手荷物」を配送し手ぶらにすることで最後まで快適に観光を楽
しんで頂ける。オーバーツーリズムによる交通機関の混雑を解消し、両手分の経済効果アップに
繋がる。運用システムは特許申請済みである。

株式会社PIJIN

QR Translator
11

単一の言語のみで表記されている観光地の看板や物産品のパッケージにQRコードをひとつ付け
るだけで簡単に多言語化対応する事を可能にしたサービス。専用のアプリを必要とせず、QR
コードを読取った人のスマートフォンの設定言語に合わせて翻訳文を表示させる仕組みを世界で
初めて（2011年に）開発し、日本、アメリカ、中国、ロシアなどで特許を取得。現在、海外を
含む1,000ヶ所以上の観光スポットに導入されている。

株式会社プレースホルダ
リトルプラネット（英表記：Little Planet）
12

リトルプラネットは「遊びが学びに変わる」次世代型テーマパークである。主に大型のショッピ
ングモール内で展開をしており、関東を中心に常設型施設を6ヶ所運営している。関東での展開
に留まらず、地方催事では1ヶ月で4万5千人を集客した実績がある。物理的なハードウェアやデ
バイスに大きく依存せず、ソフトウェアを中心とする体験にすることで、体験をアップデートし
たり・コンテンツを入れ替えたり、また、地方や海外での展開をしやすくしていることが特徴で
ある。

SEKAI HOTEL株式会社
SEKAI HOTEL
13

ホテル運営を通じて、事業者(SEKAI HOTEL)×地域×観光客の対等なコミュニティを形成してい
くことで地域の“日常”を観光体験として創出していく。地域に点在する空き家をリノベーション
し客室として利用。宿泊客は地域の飲食店や銭湯を無料もしくは割引にて利用することが可能。
ホテルとしての機能を街全体に持たせる「まちごとホテル」である。主要観光地だけでなく、地
域の当たり前の生活体験を提供。コンセプトは“ORDINARY(日常)こそ経験するべきだ。それが
海を越えた旅の場合は特に。”

Shanghai Xishi info tech company

Timekettle KEYS
14

Timekettle KEYS is committed to building a global brand of AI translator by
integrating cutting-edge technology and innovative design through the
combination of artificial intelligence and hardware technology for travellers.

株式会社Stroly
Stroly
15

Strolyは「デザインマップ」×「位置情報」のプラットフォーム
独自技術の開発により、従来難しかったデザイン性の高いマップを位置情報と連動し、エリアの
魅力あふれるデザインマップを簡単にオンライン公開することが可能。さらに、エリアブラン
ディング、エンゲージメントの向上、地図利用者の利用傾向や行動データの分析を実現し、地図
の活用を最大化する。

TakeMeTour Private Limited
TakeMeTour
16

TakeMeTour is the largest marketplace for local tours hosted by local people in Thailand
& Southeast Asia. We've built the platform & technology that empower more than
25,000 local people (across 65 cities) to list themselves as a tour guide to show
travellers around their own neighbourhood. This doesn't only give local people an extra
income, but also help the country's tourism dispersal problem. This is a great benefit to
the build a sustainable local tourism economy. Our goal is to enable travellrs to see the
world through the eyes of the locals.

tripla株式会社
triplaサービス

17

旅行業界に特化した宿泊予約システムとAIチャットボットを展開するtriplaサービス。宿泊予約
システムは僅か4クリックで予約が完了するSaaS型であり、従来の宿泊予約システムと比較して
も最低でも2倍の予約率が達成できている。日本特有の人数単位販売や子供料金の対応もでき、
OTA価格比較しベストレートを提示できる。AIチャットボットはインバウンド需要にも対応する
5言語対応。90％程度の質問には旅行特化のAIが回答し、残り10％程度の質問に対してはtripla
の多言語オペレーターがお客様対応を行う。

WAmazing株式会社
訪日外国人旅行者に特化した「手の中の旅行エージェント」WAmazing
18

訪日外国人の入国経路シェア９０％以上を占める日本国内２２の国際空港にてSIMカードを無料
配布し、訪日外国人の旅行中のネット通信問題を解決しつつ、旅マエから訪日外国人旅行者を集
客。特に、都市部ではなくローカルに注力してスノーリゾートや温泉施設などと直接契約。イン
バウンド旅行者に魅力ある地域体験の情報発信、オンラインの予約・決済サービスを提供するこ
とで、日本中、すみずみまでの魅力を外国人旅行者に伝え、旅行者の地方分散を実現。一部地域
への一極集中を防ぎ、オーバーツーリズムの是正に貢献する。

一般社団法人WheeLog
みんなでつくるバリアフリーマップ「WheeLog!」
19

みんなでバリアフリーマップ「WheeLog!」は、ユーザー個人が体験したバリアフリー情報等を
ユーザー同士で共有するスマートフォンアプリである。主な機能として、①写真やコメントで飲
食店やトイレ、エレベーターなどの情報を投稿する「スポット投稿」、②スマートフォンのGPS
センサーを活用して、車いす利用者が移動した経路を地図上に表示する「走行ログ」、③知りた
いスポット情報を他のユーザーに質問できる「リクエスト」、④ユーザー同士がアプリ上でコメ
ントし合って交流する「つぶやき」といった機能がある。

Wovn Technologies株式会社
WOVN.io
20

「WOVN.io（ウォーブンドットアイオー）」は、WEBサイト・アプリ等のオンラインサービス
の多言語化を実現するSaaSである。既存のサービスに後付けすることで導入ができ、多言語対
応をSaaS化することによって、開発期間と費用の削減、導入障壁の低減を実現する。メディア、
コーポレート、EC、イントラなど、ジャンルを問わず導入可能であり、現在15,000サイト以上
の多言語対応を支援している。ミッションは、「世界中の人が、すべてのデータに、母国語でア
クセスできるようにする」である。

