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構造計画研究所とは 

防災・建設・情報通信・製造など幅広い分野を対象に 

一流のエンジニアによるプロフェッショナルサービスを提供 

構造計画研究所 
Professional Engineering Design Firm 

● 社名 株式会社 構造計画研究所 
 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. （KKE） 

● 設立 1959年 5月 6日 

● 代表者 服部 正太 

● 資本金 10億1020万円 

● 従業員 599名 

● 上場市場 東京証券取引所 JASDAQスタンダード 
 株式公開: 2000年3月 / 発行済株式数: 6,106,000株 

 

● 事業内容 エンジニアリングコンサルティン
グ 

 プロダクツサービス 
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ホテル市場動向 -3大トピック- 

• 日本政府の目標値(H28 「明日の日本を支える観光ビジョン」) 

  2020年：4,000万人 
  2030年：6,000万人 
 ⇒着実なインバウンド市場の成長 
  （H30実績：約3,100万人） 
 
 
• H30 「住宅宿泊事業法」 施行 
  ヤミ民泊の撤退  
  Airbnb登録数 62,000件⇒13,000件まで減少（H31.03 41,000件まで回復） 
 
 
• H30 「改正旅館業法」 施行 
  旅館業の「簡易宿所」取得が容易に 

 

 

3,000万人 

2020年 
4,000万人 

2030年 
6,000万人 



政府 

需要 供給 

オリンピック・大阪万博など 

潜在的な需要増 

インバウンド市場の成長の 

ための法整備・規制緩和 ヤミ民泊の撤退による供給不足 

旅館業の規制緩和 

中小規模（10~50室/1施設）ホテルの拡大 

ホテル市場動向 中小規模ホテルの拡大 



ホテルの省人化・無人化の加速 

中小規模（10~50室/1施設）ホテルの拡大 

大規模施設と比べ、客室あたりの人件費率が高くなる。 

利益をあげるために施設当たり従業員の削減、 

複数施設の中央管理などがテーマに。 

人件費による経営圧迫、人材の確保難 

省人化・無人化が 

ホットワードに 

働き方改革、サービス産業のIT技術の発展… 

 



省人化・無人化運営の疑問 

フロント業務のチェックイン・チェックアウト 

 

 ❓ 鍵はいつ渡す？ どうやって返してもらう？ 

 

 ❓ チェックイン時の部屋の割り当てはいつする？？ 

 

 ❓ 宿泊名簿の取得は？？？ 

 

 ❓ 支払いは⁉ 

 



鍵はいつ渡す？ どうやって返してもらう？ 

などのスマートロックで解決！ 

クラウドで暗証番号を発行 
  

 入居者Ａ（暗証番号は○○○○） 

 入居者Ａとドア①を紐づけ 

入居者にワンタイムの 

暗証番号を通知 
 

対面、電話、メール、LINEなど 

好きな手段で暗証番号を伝える 

キーレスで物理的な鍵受渡しが不要 

ワンタイムの番号だから返却が不要 
 



効率運営へ（宿泊予約サイトと連携） 

Airbnbと連動 
ゲストの予約時に宿泊期間限定の暗証番号を自動発行 
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効率運営へ（宿泊管理システムと連携） 

サイトコントローラー 
/ PMSと連動 

Airbnb  
Booking.com  
Expedia  
Agoda  
FlipKey   
 
など 

予約 

・ダブルブッキング防止 
・自動部屋割り 
・料金コントロール 

・複数物件を一元管理 
・集金機能 
・予約ページの作成が可能 

期間限定の 
暗証番号 

・客室在庫を同期し、一元管理 

・各部屋のアサインや顧客管理、精算 

サイトコントローラー/ PMS 
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効率運営へ（チェックインシステムと連携） 

チェック 
イン 

・パスポート情報の取得 
・映像の録画/TV電話 
・宿泊者台帳の入力 
・多言語対応 

期間限定の 
暗証番号 

チェックインシステムと連動 

・対面と同等の手段で本人確認 

・本人確認や鍵の受け渡しといったフロント業務を無人化 

チェックインシステム 
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など 

予約サイト 

フロント完全無人化のイメージ 

ゲスト フロント無人化（当日決済対応） 

本人確認/ 

決済（現金・クレカ・QRコード対応） 

番号入力/チェックアウト不要 

******入力 

番号表示****** 

・ダブルブッキング防止 

・自動部屋割り 

・料金コントロール 

・集金機能 

・予約情報取得 

（氏名・メールアドレス） 

・期間限定の暗証番号発行 

・予約・自動部屋割りに鍵番号を対応 

・電子宿帳機能 

・本人確認機能 
タブレット 

サイト 

コントローラー 

PMS 

事前チェックイン 

タブレット上で 

自動精算機 



チェックイン時の部屋の割り当てはいつする？？ 

などのサイトコントローラーや各種ＰＭＳで実施！ 

サ
イ
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー 

サイトコントローラー 
 

OTAと自動で在庫連携しダブルブッキングを防ぎます。 

（各ＯＴＡの販売価格を一括でコントロールします。） 

Ｐ
Ｍ
Ｓ 

ホテル管理の一元化 PMS 
 

予約情報に部屋割り 

ゲストへのメッセージ機能 

＊スマートロックと連動可能な場合、 

 自動で解錠に必要なPINコードを連絡！ 

などの予約サイトでは、部屋割り不要！ 

複数サイトを使う場合 



宿泊名簿の取得は？？？ 

チェックインサービスの活用で解決！ 

OTA PMS 

チェックイン
番号入力 

本人確認 

事前チェックイン or 現地入力で 

宿泊名簿を取得・管理！ 

チェックイン用端末（タブレット）など 

部屋・解錠番号の案内 



支払いは⁉ 

各OTAで事前決済 or     決済機能をもつサービスの導入で対応！  

予約時にクレジットカード決済でノーショー回避が原則 

決済機能付きPMS導入で、どのOTA利用でも事前決済可能 

・現金・クレカ・QRコード決済対応 

・領収書発行 

・電子宿帳機能 

 

当日決済を残し、 

宿泊者の取りこぼしを無くしたい… 



フロントスタッフ業務の省人化 

業務 省人化のためのキーワード 

部屋の割り振り サイトコントローラー・PMS 

チェックイン 
（パスポート情報・鍵の受け渡し） 

チェックインサービス 
/スマートロック 

チェックアウト スマートロック 

決済 各種OTA/PMS/自動精算機 



RemoteLOCK、何がいい？ 
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RemoteLOCKとは？ 

RemoteLOCKはWi-Fi通信 
 

入室権限の発行は 

ネットで簡単 

暗証番号で解錠 
 

鍵の手渡しは不要 

紛失の心配もなし 
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RemoteLOCKとは？ 

クラウド管理 

Wi-Fiに接続 

PC上から権限管理 

専用サーバーや配線工事は不要！ 
いつ・どこでも手軽に入室管理 
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複数の物件 / 入室者の管理のしやすさ 

ユーザは 
最大1,000名 

異なる施設に 
自分の番号で入室 

複数施設を 
一元管理 

不特定多数の入室や複数物件の管理に最適 
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通信できる鍵 / 錠前を制御する機器 
 

>>> スマートロック 
 
他の製品と何が違う？ 

他社のスマートロックとの違い 

vs 
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一般的なスマートロックって？ 

アプリ型のスマートロック 

UNLOCK 

・鍵の持ち歩きが不要 

・カバンから鍵を探す手間がない 

ドアの前でスマホを 

操作して開ける 

21 

・アプリをインストールが面倒 

・バッテリー切れの心配 

・初めてだと操作に戸惑いやすい 
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他社製品との比較 

RemoteLOCK A社 B社 C社 

解錠方法 暗証番号 
アプリ/ 

ICカード 

アプリ/ 

暗証番号 

ICカード/ 

暗証番号 

番号の登録上限 1,000件/台 - 50件/台 1件/台 

入室履歴の管理 ○ ○ ○ 
△ カード 

の場合 

ネットで管理 ○ ○ × ○ オプション 

設置方法 

 
工事 両面テープ 両面テープ 

工事 

(穴あけなし) 

月額料金 

 
1ドア1,500円 15,000円～ 0円 0円～ 



初めてでも使いやすいスマートロック 

テンキー型の 

ドアの前で暗証番号を 
入力して開ける 

物理鍵や専用アプリは不要。操作もシンプル！ 

だから、誰でも、初めてでも使いやすい 
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ホテル/簡易宿所/民泊 

無人運営を実現。 
期間限定の暗証番号で不正利用を防止。 
 

主な利用シーン 

レンタルスペース 

フロントでの鍵の授受が不要に。 
鍵の紛失対策にも。 
 

オフィス マンション・アパート 

鍵交換が不要に。 
柔軟な内覧対応が可能に。 
 

入・退社時の権限の発行・削除も簡単に。 
労務時間管理に。 
 



RemoteLOCKの強み 

ポイント１ 
 

複数の物件 / 入室者の管理のしやすさ 

 
ポイント２ 
 

初めてでも使いやすいスマートロック 
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03 導入事例 / ＋αの価値（サービス連携）    
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Smart HOTEL Kutchan(@札幌市) 

(株)FULLCOMMISION 

http://www.smarthotel.co.jp/kutchan/ 
27 

http://www.smarthotel.co.jp/kutchan/


PINN(@札幌市) 

(株)アウル 

https://min-paku.biz/column/hotel-management-no-staff.html 

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/?f_no=167881 28 



UNPLAN Shinjuku(@新宿区) 
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(株)FIKA 

https://media.stayway.jp/unplanshinjuku-interview 

 

https://media.stayway.jp/unplanshinjuku-interview
https://media.stayway.jp/unplanshinjuku-interview
https://media.stayway.jp/unplanshinjuku-interview


PLAYSIS EAST TOKYO(@墨田区) 
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(株)REAH Technologies（百戦錬磨） 

https://www.playsis-easttokyo.com/ 

https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo 

 

https://www.playsis-easttokyo.com/
https://www.playsis-easttokyo.com/
https://www.playsis-easttokyo.com/
https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo
https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo
https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo
https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo
https://stayjapan.com/feature/playsis-east-tokyo


GUEST HOUSE LIZ NAKAZAKI-CHO(@大阪市) 
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(有)NIL Corporation 

https://www.airbnb.jp/rooms/20318446?guests=1&adults=1 

 

 

https://www.airbnb.jp/rooms/20318446?guests=1&adults=1


アルセ琉球 ハーバーステイ(@沖縄浦添市) 
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琉球アクト 

https://arce-ryukyu.com/guest 

 

https://arce-ryukyu.com/guest
https://arce-ryukyu.com/guest
https://arce-ryukyu.com/guest


HIDEOUT OKINAWA URUMA(@沖縄浦添市) 
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https://hideoutokinawa.com/ 

 

 

https://hideoutokinawa.com/


宿泊施設での導入事例 

✔ 「気軽で快適な大阪の旅を」がコンセプト 
✔ 多言語対応 
✔ 多様な種類の部屋 

キッチン付きの部屋や大人数泊まれる部屋なども。観光地近くでアクセスも抜群 
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宿泊施設での導入事例 
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宿泊施設での導入事例 

✔ 自社の予約システムと連携で鍵を自動発行 

✔ 鍵の紛失がゼロに 

✔ 宿泊期間限定の暗証番号でセキュアに 

管理の省力化 と セキュリティ向上 に寄与 

✔ キーボックスで鍵の保管と受け渡し 
✔ 一定期間同じ番号を使いまわしていた 

17年4月以降累計100台以上導入 

Before 

After 
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＋αの価値 
（自動ドアや電気錠に対応 –TOBIRA-） 

・ICカードで解錠するタイプは？ 
 
・エントランス（自動ドア）と各部屋をまとめて管理したい 
 
・リアルタイムの遠隔施錠・遠隔解錠したい 
 
 

アクセスコントロールシステム 

TOBIRA-トビラ-なら 

よりリッチな管理が可能に。 
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☞ 一般のドアだけではない様々な「アクセス」を 

  クラウドで一元管理できます 

一般のドア 駐車場ゲート エレベーター 

■ 管理対象から見た分類 

自動ドア 

スマートロック 

RemoteLock5i / 7i 
アクセスコントロールシステム 

TOBIRA 

アクセスの統合管理 



TOBIRAとRemoteLOCKの連動 
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オートロックのエントランスの制御や 
クラウド管理に最適 

番号:1111 

・クラウド管理の暗証番号でオートロックエントランスを解錠 
 
・RemoteLOCKと連動。エントランスと各部屋で番号を共通化 
 
・リアルタイムの遠隔解錠・施錠が可能 

番号:1111 
          
2222 

番号:2222 

TOBIRA 
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☞ 現在のオートロックシステムをそのまま利用しながら 

  エントランス、各スペースのキーレス、一元管理を実現 

設置のイメージ 

■共用エントランスの自動扉を遠隔からアクセス管理 



RemoteLOCKが提供するメリット 
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“ 複数施設・スペースのアクセスマネジメントを一元化 ” 

管理者側 ☞ 業務の自動化による人件費・運用コストの削減 

       PINコード管理による鍵の紛失、複製のリスクをゼロ化 
       アクセス管理による権限がない人の無断利用を防止 
 
利用者側 ☞ キーレスによる快適性 
       どこの施設・スペースも、同じPINコードで利用可能 
       鍵の受け取り、返却がなく、シームレスな利用が実現 

コスト 

利便性 

セキュリ
ティ 



無人・省人経営を実現する 

スマートロックシステム 

この資料には、弊社のノウハウ、営業機密等が含まれておりますので、お取り扱いには十分ご留意
願います。この資料およびその内容を、弊社に無断で使用、複写、破壊、改ざんすること、ならび
に第三者へ開示すること、漏洩すること、あるいは使用させることは、固くお断り申しあげます。 

ご相談・お問い合わせは 

Mail：remotelock@kke.co.jp 

Tel  ： 03-5342-1026  (平日9時-17時) 

株式会社 構造計画研究所 

すまいIoT推進部 

製品サイト  https://remotelock.kke.co.jp/ 


