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「Seek」はスマホ用アプリで、GPS機

能を使い全国7,000軒のレジャーホテル

から現在地に近いホテルを検索する。こ

れだけなら従来の検索アプリと大きな違

いはないが、リアルタイムでホテルの部

屋ごとの空室情報の確認ができ、その

ままワンクリックで予約も可能という特

徴をもつ。さらに、アプリをインストー

ルする際に電話番号を登録するだけで

利用可能という手軽さも特筆できよう。

最近は個人情報の登録に抵抗を感じ

近くの空室をすぐ予約
ホテル検索・空室情報確認・予約を一気に

るという人が増えている。とはいえ、何

か個人を特定できる情報も必要であり、

クレジットカード情報の登録を求めるケ

ースもあるが、それはかなりハードルが

高い。また、いくつもの項目の入力を求

められると、面倒でやめてしまうという

人も多い。そこで同社では、個人が特

定でき、できるだけ抵抗なく入力できる

ものとして、登録情報を電話番号に限

定。余分な手間・無駄を省き、利用の

しやすさを追求している。

一方、空室情報を提供するホテル側

では、予約対応する範囲を任意の距離

と時間で設定できる。たとえば、「半径

15km 、予約確定からチェックインまで

の時間を30分」と設定した場合、半径

15km圏外の利用者は予約ができない。

さらに、30分以内にチェックインしなけ

れば自動的にキャンセル扱いとなり、ペ

ナルティとして24時間は次の予約がで

きないという仕組みで、いたずら防止に

も有効だ。

注目システムレポート

他の宿泊業態に較べ、遅れているといわれるレジャーホテルの予約システム

だが、最近ではフロントコンピュータの機能に予約システムが導入され、予

約可能なレジャーホテルの検索サイトや予約アプリが登場するなど、活発な

動きを見せている。そうした中、“予約革命”を合言葉に登場した、ビックリ

ック㈱が開発したレジャーホテル検索＆予約アプリ「Seek」に注目してみたい。

ビックリック株式会社

「Seek」と「Loveho Butler」で
予約革命を起こす

＆ 予約アプリレジャーホテル検索

「Seek」のインストール手順を紹介したPOP
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「BMS」
（Biclick Management System）

～ホテルに設置するPC等のシステム～

ホテル運営サポートシステム

既存フロントコンピュータと連動

空室情報をアプリへ常時自動発信

アプリからの予約受付を自動で確定

アプリケーションサービス

近い空室すぐ予約 「Seek」
～ユーザーがスマホで利用するアプリ～

簡単登録（初回電話番号のみ）

リアルタイム空室情報で即時予約

連動

利用者はSeekをインストールすれば、

すぐに検索・予約が可能になるが、ホテ

ルがSeekにリアルタイムの空室情報を表

示したり、予約を受けたりするには、ホ

テル運営サポートシステム「BMS（Biclick 

Management System）」が必要だ。ホテ

ルフロントにBMS端末を設置し、稼働

中のホテルのフロントコンピュータシス

テム（管理機等含む）と連動させる。さ

らに、Seek内に専用ページを設けること

で空室情報の自動発信、予約の自動受付

けが可能になる。この連動するシステム

全体を「Loveho Butler」と称している。

システムの開発を指揮したのは、国

内大手電子メーカーの子会社でさまざま

なシステム開発に携わってきた取締役＆

CTO・タナカケンゴ氏。CEO&Founder

大和田雅斗氏のもとでレジャーホテルの

運営業務にも携わりながら自社システム

の研究開発に取り組んできた。

検索＆予約アプリと
ホテル運営サポートシステムを連動

「Seek」のショップカード
※実際にYouTubeの動画をご覧いただけます

■ CEO&Founder 　大和田 雅斗氏
ホテルの経営者として、既存の予約システムも活用してきましたが、思うように使いこなせず、自社グループに合

うシステムがほしくて開発をスタートさせました。ところが、同業者と意見交換する機会を得ていろいろとヒアリン

グしたところ、多くのホテルが同じような課題を抱えていることがわかったのです。そこで、自社だけではなく業界

全体の役に立ちたいと考え、より使いやすいシステムを目指して専門チームを組成し、開発を進めてきました。広

く業界の活性化につながれば何よりです。

■ 取締役＆CTO　タナカケンゴ氏
実際にレジャーホテルの運営に携わっていて感じたのは、電話で予約を受けるというオペレーションが現場にはか

なりの負担になるということでした。レジャーホテルでは自動チェックイン・チェックアウトがひとつの強みである

はずなのに、予約を入れることによって、個別のお客様対応が必要になり、強みが活かされなくなってしまう。高

まりつつある予約ニーズに応えるためにも、早く自動化を実現したいという気持ちがありました。また、利用者にと

っての使いやすさを重視し、アプリのインストールや、検索・予約に関してもできるだけ少ないアクションで完結

するようにしています。これで完成ではなく、さらに使いやすいシステムとして新機能の追加、バージョンアップを

進めていきます。

■ 取締役＆District Manager　浜 憲正氏
一般のホテルや旅館などの予約サイトに関して、ユーザーとしては入力項目の煩雑さ、施設側としては予約管理の

複雑化や従量課金手数料など、多少の疑問を感じていました。そうした中でレジャーホテル経営にはどのようなシ

ステムやアプリケーションが適しているのかを模索し、専門チームを立ち上げてできたのが「Loveho Butler」です。

使い方次第で大いに役立つシステムになっておりますので、各ホテルの現場を訪問、調査し、個別具体的な解決

策をオーナーとともに模索、提案していきたいと思います。

「Loveho Butler」の開発にあたって

「Loveho Butler」の構成内容

Seek、およびLoveho Butlerの開発に

あたっては、外部から強力なメンバーを

集ったというが、システム開発者が現場

のオペレーションを熟知しているという

のは大きな強みといえよう。というのも、

システム上の効率化＝現場の効率化につ

ながるとは限らない。その点、同システ

ムでは現場を知っている者ならではの視

点を活かした機能、システムの構築が図

られたものと考えられる。
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注目システムレポート

予約実施

ホテルコンピュータ

予約確認 予約結果受信

ＢＭＳ端末

予約結果通知予約依頼

連動
ご指定のステータスへ、
ホテルコンピュータを自動で変更し、
お客様の来店をお待ちします。
（来店待ち時間は任意に設定可能です）

指定のステータス
へ自動で変更

サーバー

利
用
者
様

ホ
テ
ル
様

同システムの最大の特徴は予約受付

けの自動化だが、実は、アプリ内各ペー

ジへの利用者のアクセス状況や、各部屋

の稼働状況をデータとして取り込んでお

り、そこからこれまで見えなかった利用

者の動きを探ることができる。たとえば、

検索状況を時間の経過に合わせてみて

いくと、ホテル側が利用ニーズがないだ

ろうと想定していた時間にかなりの数の

空室検索がある＝予約ニーズがあること

がわかり、その時間帯に合わせて売り部

屋をつくることで、稼働アップを実現し

た事例も報告されている。また、従業員

のシフトに頭を悩ませている経営者も多

いが、同システムの活用で利用者が集中

しやすい時間帯の予測ができれば、より

適切な人員配置がみえてくる。さらに、

利用者の動きを一つの指標として、サー

予約受付けだけではない
「Loveho Butler」活用のポイント

アプリ起動

ホテルコンピュータ

ホテル検索 空室情報確認

ＢＭＳ端末

空室情報提供
連動 ホテルコンピュータと

リアルタイムに
連動し空室情報をご提供します。

利
用
者
様

ホ
テ
ル
様

サーバー

検索～予約～チェックインまで

● 利用者が予約を実施すると、BMS端末を経由してホテルコンピュータに自動的に予約登録が行なわれ、利用者に予約結果が通知される
● ホテル側の作業は必要ない
※手動予約の場合は、利用者の予約実施を受けて、コンピュータから自動的にホテルに電話がかかってくる
　スタッフがその電話を受けてホテルコンピュータに予約登録すると、利用者に予約結果が通知されるホテル予約

予約フロー 2

● 利用者はインストールしたアプリを起動して近隣のホテルを検索し、空室情報を確認
● ホテル側の作業は必要ないホテル検索

予約フロー 1
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サーバー

利
用
者
様

ホ
テ
ル
様

ご来店

ホテルコンピュータ ＢＭＳ端末

空室情報更新
チェックイン

連動
✓空室情報提供
✓予約受付け
✓チェックイン
までフルオートで対応します。

✓フロント受付け
✓自動入室
✓ホテルへ電話
ホテル様運用形態に
チェックイン

空室情報は
リアルタイムに
更新されます

チェックイン

ビスタイムや宿泊開始の時間設定の見直

しにも活かせるだろう。

そのほか、グループ店の空室情報を優

先的に表示する、多店舗用アプリへのカ

スタマイズも可能。これは、利用者が検

索したホテルが満室の場合、同一エリア

の競合ホテルよりも、近隣エリアの同じ

グループのホテル情報を優先的に表示し、

客を誘導するというもので、複数店舗を

展開している場合に効果を発揮する。

● 料金プラン
さまざまなサポート機能も備えた同シ

ステムの料金プランは表1に示した通

り。初期導入費用には、アプリ内専用

ページの制作や、BMS端末等の設置

費用などが含まれる。月額利用料は一

定で、予約数に応じた従量課金等の

手数料等は一切発生しない。自動予約

ができるプレミアムプランと手動予約

のスタンダードプランとでは、月額利

用料に2万円の差があるが、増加傾向

にある予約にかかる手間とコストをど

う計るか、経営者次第というところか。

※△は他社のシステムによる空室情報の確認はできるが、予約は不可
※2016年8月時点における平均的料金プラン
※多店舗同時導入などの場合は、多店舗用アプリのカスタマイズ等をご提案
※31ルーム以上の場合は別途要相談

■バージョンアップで追加される機能　■オプション（有償）にて提供される機能　■ユーザー向けサービス（無料）

BMS基本機能

Seek
アプリ提供

準備中予約
（順番待システム）

空室情報
Web公開機能

日付指定予約

リネン放送
Webサイト
制作機能

電子宿帳
システム

電子チケット
（電子回数券）

クレジット
決済機能

アプリ内
地域広告サービス

SeeK
Web版提供

メニューパネル
（客室選択機）

オーダリング

2016年9月 提供予定の機能

ホテル紹介

アプリ内線専用ページ

空室情報（アプリ内）

空室情報（WEBサイト）

今すぐ予約

稼働状況グラフ

月額費用

初期導入費用

○

－

△

－

－

－

￥5,000

￥30,000

○

○

○

○

手動予約

○

￥29,800

￥300,000

○

○

○

○

自動予約

○

￥49,800

￥350,000

提供機能・サービス ライト スタンダード プレミアム

● 利用者がホテルに到着し、チェックイン
● チェックイン方法はホテル側の運営形態に合わせて選択可能。
　 チェックインが確認されるとホテルコンピュータと連動してSeekの画面も自動的に「在室」に変わるチェックイン

予約フロー 3

予約サービス・プラン一覧表1

サービス・ロードマップ表2
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注目システムレポート

同システムは現在、大和田氏が手掛け

る5店舗に加え、協力店6店舗、全11店

舗に導入されている。今のところSeekの

告知は導入ホテル内のみ、ダウンロード

するのはホテルの既存客に限定される。

しかし、ダウンロード数は順調に伸びて

おり（図1）、それに伴いアクセス数、予

約数も伸びている（図2、3）。商圏を設

定していることや、ホテルのリピーター

の利用が多いことからキャンセルは数件

にとどまっており、事前に電話をかけて

きたり、設定時間に数分遅れて到着した

りするケースもあるようだ。また、予約受

付けが自動化されたことで利用のピーク

時にかかってくる電話が、システム導入

以前の1割程度にまで激減。フロント業

務の削減に大きな効果を発揮している。 

利用者への告知については、各ホテルに

合わせたQRコード付きのショップカード

や、ロビー・フロントに設置するPOP等

を提供。ホテル側としては、広くアプリ

を告知して利用者を増やしたいところだ

が、ホテルの選択肢が少ない状態では新

規の利用者の満足は得られない。まずは

既存客の予約ニーズを確実に取り込み、

加盟店の増加に合わせて、メディアニュ

ースへのアプローチやアプリストア等へ

と拡大していく考えだ。

テスト導入から4か月、
順調な伸びをみせる検索・予約実績

●今後の展開
今後も継続的なバージョンアップが計

画されており（表2）、間もなく準備中

予約が可能になる。繁盛店の場合、空

室のタイミングが少なく、検索のタイ

ミングによって利用状況は「在室」と

「準備中」だけになってしまうので、準

備中の段階から予約受付けを可能に

する。さらに、今年中に日付指定予約

の受付けも可能になる。同システムは、

レジャーホテル以外の宿泊施設はもち

ろん、カラオケ店や飲食店など、予約

を必要とする施設には幅広く対応でき

るものであり、「異業種での導入も視

野に、さらに開発を進めたい」と大和

田氏。今後の動きにも注目していきたい。

会社名	 ビックリック株式会社
代表者	 代表取締役　大和田	雅斗
設立	 2014年5月28日
所在地	 〒104-0045　東京都中央区築地6丁目19番地21
資本金	 3000万円

事業内容		【レジャーホテル検索・予約サービス事業】
	 近い空室、すぐ予約！
	 レジャーホテル検索・予約アプリ「Seek」
	 	【BMS事業・Biclick	Management	System】
	 レジャーホテル業務支援システム
	 「Loveho	Butler」

企業概要

アプリ・ダウンロード数推移図１

予約件数推移図3

アプリ・アクセス数（PV）推移図2

3,163 6,102 5,539 5,675
10,484 9,996 10,882 10,034

200,000

150,000

100,000

50,000

0

13,647 16,098 16,421 15,709

203,750 222,975

139,410137,290130,616

アプリ閲覧PV
空室情報PV
合計PV

※9月14日現在、点線部は9月見込み

1,200

1,000

800

600

400

200

0

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

243
198 211 221

238

779

903
968

1,123

524

243
441

652
873

1,111

1,890

2,793

3,761

4,285

4,884インストール数
累計インストール数

※9月14日現在、点線部は9月見込み
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25
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0

A店舗 T店舗 U店舗
D店舗 M店舗
1店舗あたり平均予約数

32 37 31 28

14

12
21

14 14
6

29

32

15

24

15

13

812

9

12
13

15

23

※9月14日現在（D店舗・M店舗は8月７日よりスタート）
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㈲松本興業 代表取締役　松本明樹氏

常連客の囲い込み＋新規客の獲得を実現する
オペレーションにも配慮した「予約システム」

「HOTEL TIARA」（神奈川県川崎市）

首都圏のレジャーホテルでSeek導入

の１号店となる「HOTEL TIARA」は、

JR川崎駅から徒歩15分ほどの立地で、

地上4階建て・21室の規模で営業を行な

っている。高品質なハード・ソフトの提

供に注力し、最盛期には1か月１室90万

円を売上げ、現在も同70万円台を維持

している繁盛ホテルである。

今回のSeekの導入に関して、同ホテ

ル代表取締役・松本明樹氏は「常連の

お客さまへの付加価値サービスとして、

さらなる囲い込みを図るべく行ないまし

た」と語る。

 「ホテルの予約サービスは、常連のお客

さまにとって利便性の高いサービスであ

り、さらに、一般のレジャーホテルユー

ザーにとっても“事前予約ができるホテ

ル”ということは、大きな訴求力になり

ます。けれども、従来の予約システムの

多くは、ホテルスタッフがお客さまから

の予約電話を受ける必要がありました。

それに対してSeekは、お客さまが予約

を行なえば自動的に客室コンピュータに

情報送信されるため、予約に際してのス

タッフの負担は発生しません。お客さま

の利便性とともに、現場のオペレーショ

ンにも配慮したシステムだといえます」

（松本氏）。

同ホテルでは、ホテル共用部や客室で

POPなどで同システムを積極的にアピー

ルし、今年7月からの導入で、１か月に

約30件の予約を獲得している。利用客

からは利便性の高い予約システムとして

好評を得ており、さらに、同システムの

活用により潜在顧客の掘り起こしも実現

させている。

 「また、アプリのアクセス状況を分析し

たところ、当ホテルの予約に関して、深

夜の時間帯にアクセス数が伸びるという

ことがわかりました。いままで気付かな

かったのですが、周辺の繁華街のナイト

飲食店からの宿泊需要があったというこ

とであり、その時間帯に売り部屋を多く

つくることで、集客を伸ばすことができ

ました。利便性の高い予約システムであ

ると同時に、ホテル運営を強力にサポー

トしてくれるシステムとしても注目でき

ます」（松本氏）。

首都圏では1号店となる同ホテルであ

るが、常連客の囲い込みとしてすでに高

い実績を得ており、今後、導入ホテルが

増えて検索・予約アプリとしての認知度

が高まれば、大きな集客力が期待できる

システムとして、高く評価している。

①利用客がアプリで予約を行なうと、自動的にフロン
トコンピュータに情報送信されるため、ホテルスタッフ
は電話対応の必要がない
②③ホテルではPOPなどで「Seek」を積極的にア
ピールし、インストールを促している
④首都圏で導入１号店となった「HOTEL TIARA」。
高品質な空間・サービスの提供により長年にわたり
地域一番店として運営
⑤バリ島やハワイを思わせるリゾート感溢れる客室

「ティアラスイート」

❶ ❹

❷ ❺

導入ホテルレポート

常連客のさらなる囲い込みとして
「Seek」を積極的に活用

❸
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