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2015 年 12 月吉日
株式会社Ａカードホテルシステム

◆現金還元率 国内 No.1 ポイントカード「Ａカード」加盟ホテル◆
～経営者・支配人など、トップ経営陣が多数集結～

第 21 回Ａカードトップ会 開催！
2016 年 2 月 18 日（木） 14 時より
「2015 年度年間表彰式」及び招待講師による「講演会」も開催
全国で独立系ホテルのキャッシュバックポイントカード運営を手掛ける、株式会社Ａカードホテルシステム（本社：東
京都千代田区、代表取締役：田中章生）は、同社が運営する「Ａカード」（http://www.acard.jp）加盟ホテルの経営
者、支配人など、経営トップを司るビジネスパーソンが一同に集う「第 21 回Ａカードトップ会」を、2016 年 2 月 18 日
（木）14 時から、東京都千代田区の「大手町サンケイプラザ」にて開催いたします。
Ａカードは、“全国の加盟ホテルやレストランを利用するたびにポイント
が貯まり、現金に替えられるお得なポイントカード”です。ホテル業界で
No.1 のキャッシュバック率を誇り、全国 474 店舗の加盟ホテル及びレ
ストラン（419 ホテル、55 レストラン）などで、出張時だけでなく旅行など
でも気軽にポイントを貯めることができます。入会金・年会費、さらに紛
失時の再発行も無料で、現在、国内最大の相互送客ボランタリーチェ
ーンとして、全国の独立系ホテル様の集客アップに貢献しております。
Ａカード加盟ホテルのトップが集まる「Ａカードトップ会」は今回で 21 回目を迎えます。2015 年度年間優秀表彰式の
他、ホテル利用動向アンケート結果の公表、招待講師による独立系ホテルの経営に役立つ講演会などを開催。全国
の加盟店トップを一同に会し、盛大に実施いたします。

『第 21 回Ａカードトップ会』について
■日時：
■会場：

2016 年 2 月 18 日（木） 14 時開始（13 時 30 分受付開始）
大手町サンケイプラザ 4 階 大ホール
東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 3・4F
東京メトロ丸の内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線「大手町」駅（Ａ4・Ｅ1 出口）直結
JR「東京」駅（丸の内北口）徒歩 7 分

＜開催概要＞
1. トップ会 （14：00～18：30）
① 開会の挨拶および今後のＡカードホテルシステムの方針
② 2015 年度年間優秀ホテル表彰式
③ 講演会Ⅰ （外部講演） エム・エイチ・エム株式会社 代表取締役社長 前原 和洋氏
（前アールエヌティーホテルズ㈱取締役会長）『ホテル経営を健全に進めるためのキーポイント 』
④ 講演会Ⅱ （加盟ホテル様講演） 金山プラザホテル（愛知県名古屋市） 支配人 井畑 真裕氏
『「名古屋ホテルズ会」創立メンバー唯一の生き残り！老舗ビジネスホテルの復活を懸けた奮闘記』
※ホテル経費アンケート 及び Ａカード会員によるホテル利用動向アンケート の集計結果の公表
2. 懇親会 （18：30～20：00）
・新規加盟ホテル様のご紹介、好評企画（ゲーム）他

※当件、当日の取材等もお受けしております。 活気ある「Ａカードトップ会」の様子を取材していただけますと
幸いでございます。（取材をご希望の方は、2 枚目のご案内にてお申込みください）
＜この件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Ａカードホテルシステム 担当／内藤・中村
nnakamura@acard.co.jp TEL. 03-5755-5531

【Ａカードトップ会について】
独立系ビジネスホテルは大手ビジネスホテルチェーンに比べ、運営戦略や具体的な集客策など様々な課題を抱
えているものの、なかなか情報交換の場を得る機会がありません。
そこで株式会社Ａカードホテルシステムでは「Ａカード」というネットワークを通じた「トップ会」という全国の加盟ホテ
ルを集めた会合を実施。外部講師による講演や、グループワーク等を通じて、経営層や支配人同士が最新の情報
交換を行う有意義な場を用意し、各ホテルの連携を深める場を創出しています。
＜Ａカード会員向けアンケート結果について＞
毎年実施しているＡカード会員向けアンケート結果の発表内容を一部ご紹介いたします。
※下記は前回（2015 年 1 月）行われたアンケート結果の数値です。

・ビジネスマンの出張規定の宿泊費の上限金額
：平均 8,103 円（東京都・大阪府以外）、8,636 円（東京都・大阪府のみ）
・ビジネスマンが出張で実際に利用しているホテルの宿泊費 ：平均 6,640 円
・出張の際の宿泊規定 ：実費精算･･･49％、定額制 40％、その他 11％
⇒当日発表されます今年度のアンケート結果にご注目下さい。
（※ご来場いただけますと、いち早く情報をお渡しいたします！）

■講演会概要
講演Ⅰ
『ホテル経営を健全に進めるためのキーポイント』
【講師】エム・エイチ・エム株式会社 代表取締役社長 前原 和洋 様
【講演内容】
1.
2.
3.
4.

ホテルビジネスとは何か
マネジメントの仕組み構築の重要性
サービス品質の維持・向上
21 世紀のホテルビジネスの将来性

【プロフィール】
1980 年 ： ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス㈱）に入社。立地開発部長、営業開発部長を歴任。
1991 年 4 月：ロイヤル㈱と大和ハウス工業㈱の合弁会社であるアールアンドディープランニング㈱
（現ダイワロイヤル㈱・現ダイワロイネットホテル）を設立。
同社専務取締役としてホテル事業(ロイネットホテル)を立ち上げる。
2004 年 4 月：会社分割によりロイヤルホールディングス㈱の子会社としてアールエヌティーホテルズ㈱（リッチモンドホテル）を設立。
代表取締役社長に就任。
2007 年～2009 年：ロイヤルホールディングス㈱取締役（ホテル担当）に就任（兼任）。
2011 年 3 月：アールエヌティーホテルズ㈱取締役会長に就任。
2012 年 3 月：同社顧問に就任。
※2006 年～2012 年までＪ．Ｄパワーアジアパシフィックによる「日本ホテル宿泊客満足度調査
（1 泊 9,000 円～15,000 円未満部門）」で 7 年連続第一位に選ばれる。
2013 年 3 月：退任。
2013 年 8 月：エム・エイチ・エム株式会社設立に伴い、代表取締役社長に就任。

講演Ⅱ

『「名古屋ホテルズ会」創立メンバー唯一の生き残り！老舗ビジネスホテルの復活を懸けた奮闘記』

【講師】 日東エフシー株式会社

金山プラザホテル

支配人 井畑 真裕 様

【講演内容】
１．稼働率・売上の回復に向けて ～ 他社の成功事例を自社にフィットさせる～
２．業者さんとの協力関係の構築 ～ 世界的大企業さんともコラボしています～
３．将来に向けての課題と構想 ～ 駅前の繁華街に新築のホテルを建てる？～
【プロフィール】
米国セントラルワシントン大学中退後、
2000 年より日東エフシー株式会社の運営する金山プラザホテルにてアルバイトを開始。
2001 年に同社入社、2012 年より現職。
駅から遠い・住宅街の立地・設備の老朽化という、解決困難な問題を抱えた年間稼働率
50%台のホテルを、3 年で稼働率 90% 宿泊売上高 144.1％まで立て直すことに成功。
・名古屋ホテルズ会事務局長
・愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合理事

＜報道関係者様・ＦＡＸ返信用紙＞
◆現金還元率、国内 No.1 ポイントカード「Ａカード」加盟ホテル◆
～経営者・支配人など、トップ経営陣が集結～

第 21 回Ａカードトップ会 取材のご案内
2016 年 2 月 18 日（木） 14 時より
「2015 年度年間表彰式」及び招待講師による「講演会」開催

FAX ： 03-6273-7580
株式会社Ａカードホテルシステム 担当： 中村 行
※2 月 5 日（金）16：00 まで に、ご返信をお願いいたします。
※☑印をお付け下さい。
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【会場地図】
【Ａカードに関するお問い合わせ】
株式会社Ａカードホテルシステム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町 2-5-16
名古路ビル新館 8Ｆ
TEL：03-5755-5531 FAX：03-6273-7580
担当：中村

Email: nnakamura@acard.co.jp

■駐車場について：
お車でお越しの際は、誠に恐縮ですが会場近隣の
有料駐車場をご利用ください。

＊東京メトロ丸の内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線
「大手町」駅（Ａ4・Ｅ1 出口）直結
＊JR「東京」駅（丸の内北口）徒歩 7 分

