
IoT Hotel Brand 

最小コストであなたの民泊物件の魅力をプラス！ 
集客数・宿泊単価UPを実現する IoTホテルブランドに！ 

お問合せ・資料請求 TEL : 06-6585-9865 Email : iot@device-agency.co.jp 
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IoTホテルブランド「＆IoT」とは 

あなたの民泊物件に IoT機器をプラス。 

「＆IoT」ホテルブランドとして展開することで、 

他社物件と比べ明確に差別化することが可能。 

大きな集客効果が見込めます。 

４つの IoT機器を導入して、あなたの物件を IoT化！ 

様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する 
仕組みのことを差します。モノの遠隔操作や遠隔監視、またモノ同士のデータ送受信等を 
可能にすることから、未来のデジタル社会の基盤となる概念として注目されています。 

IoT（Internet of things） 

=モノのインターネット化とは 
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あなたの民泊に様々なIoT機器をプラスし、物件価値を向上させます。 

IoTホテルブランド「＆IoT」とは 

専用STBをテレビに設置。 
スマートスピーカーと連動して 
音声でYouTubeを起動！ 

家電コントローラーがスマートスピーカー
の指示を認識。赤外線リモコンで動く 
各家電を、音声でコントロール可能！ 

家電コントローラーと連動し、タブレットから 
音声を発信することで各家電を操作可能！ 

音声によってTVやエアコンの 
コントロールを可能とする、 
スマートスピーカーを設置！ 

スマートコンセントを電源に取り付ける 
だけで、リモコン系ではない家電も 
音声コントロールができる！ 
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IoT機器を活用して、各家電・機器を下記の流れで操作することが可能です。 

IoTホテルブランド「＆IoT」とは 
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投資コストは最小限です。 

IoT機器の設備投資にかかる費用は極めて低コスト。 

「＆IoT」ブランドとして展開していくのは、とても手軽です。 

IoTホテルブランド「＆IoT」とは 

合計約￥40,000で「＆IoT」ブランドを導入可能！ 
 

※ Google Home + Chrome Cast + Live Smart + docomo dtab + スマートコンセントを購入した場合：合計¥40,992 
※2019年5月時点のAmazon価格です。価格は変動する可能性があります。 

※別途、訪問設定費用（出張料5,000円＋設定費用10,000円/部屋）が必要です。例：5部屋導入の場合 55,000円 
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※必要な場合のみ※ 
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「＆IoT」 
インターフェイス 

 
多言語対応でIoT環境を実現！ 

話題性がアドバンテージになります。 



「＆IoT」インターフェイス 
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「＆IoT」インターフェイス 
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「＆IoT」インターフェイス 



「＆IoT」インターフェイス 



「＆IoT」インターフェイス 

Toutube共有 写真共有 



「＆IoT」インターフェイス 



「＆IoT」 
宿泊者のメリット 

 
集客効果UP・宿泊単価UPを実現！ 

大きな利回りが期待できます。 



「＆IoT」なら、最小限の投資コストで宿泊者に「IoT」を体感頂くことが可能です。 

「＆IoT」宿泊者のメリット 

旅をもっと 

スムーズに 
忙しい朝、一声で天気を確認 フロントとのやり取りも簡単に タブレットでの家電操作も 

旅をもっと 

楽しく 
思い出の写真をテレビで共有 夜はYouTubeを見てリラックス 一声で音楽を流すことも。 

旅をもっと 

便利に 
寝ながら音声でテレビをON 睡眠時は一声で全電源をオフ 家電操作はタブレットでも 



「＆IoT」なら、最小限の投資コストで宿泊者に「IoT」を体感頂くことが可能です。 

旅をもっと便利に 旅をもっとスムーズに 旅をもっと楽しく 

「＆IoT」宿泊者のメリット 

「テレビをつけて」の一言で、テレビをONに。 

ベッドに寝そべりながら 

テレビを楽しむことができます。 

部屋の全ての電気・エアコン・テレビ等の家電を 

音声で操作することができるから、 

睡眠時はベッドの中から一声で、全ての電源をオフに。 

各家電の遠隔操作は、タブレットでも可能。 

もし音声の認識がうまくいかなくても、 

タブレットを通じて各家電を起動することができます。 



旅をもっと便利に 旅をもっとスムーズに 旅をもっと楽しく 

「＆IoT」なら、最小限の投資コストで宿泊者に「IoT」を体感頂くことが可能です。 

「＆IoT」宿泊者のメリット 

忙しい朝、天気予報のチェックに 

わざわざテレビをつける必要はありません。 

スマートスピーカーに向けて天気を訪ねるだけでOKです。 

フロントサービスを利用する時も、 

電話をかける必要はありません。 

タブレットから簡単にフロントとコミュニケーション可能。 

英語・日本語以外の言語ではスマートスピーカーは非対応。 

ですが、安心してください。多言語に対応する翻訳機能で、 

タブレットが音声指示してくれる。家電の遠隔操作を体感可能。 



旅をもっと便利に 旅をもっとスムーズに 旅をもっと楽しく 

「＆IoT」なら、最小限の投資コストで宿泊者に「IoT」を体感頂くことが可能です。 

「＆IoT」宿泊者のメリット 

旅の写真は、皆で見るとより思い出は深くなる。 

その日に撮影した写真を 

テレビの大画面に映し出すことも可能です。 

一声で、YouTubeを 

テレビの大画面に映し出すことが可能です。 

夜は好きな動画を見てリラックスしましょう。 

一人きりの部屋にもの寂しさを感じたら、 

Spotifyから音楽をかけましょう。 

一声で好きな音楽を楽しむことが可能です。 

※同ネットワーク上で使用できるミラーリング機能です。個人情報保護に関してセキュリティ上問題ございません。 



「IoTを体験したい」ニーズを満たす付加価値で、 

少なくとも、宿泊料金＋500円の利益率UPを見込めます。 

「＆IoT」ブランドは、 

「少しの負担でIoTが体験できる！」という体験価値を 
ユーザーに提供することで、集客数UP・宿泊単価UPに貢献します。 

「＆IoT」宿泊者のメリット 

宿泊者に提供する 
これだけのメリットが、 

大きな付加価値になり、 

あなたの物件を差別化します。 



「＆IoT」さらなるメリット 

オリジナル 
人感センサー 

IoT 
プラットフォーム
「MESH」と連動 

＆IoTリモート 

コントロールアプリが動作。 

全ての家電をOFFにする 

スイッチが作動します。 

価格 

¥ 29,800 

宿泊者外出時において、いわゆる 

「つけっぱなし」のムダな電力消費を 

防ぐことで、大きな節電効果を得られます。 

例：15：00～21：00（時間帯）の間で、 

1時間（感知時間）宿泊者を感知しなかった場合、 

全ての家電をOFFに！ 

予め「時間帯」「感知時間」を設定可能！ 

プライバシーに配慮したオリジナル人感センサーを設置。 

宿泊者外出時におけるムダな電力消費を防ぎ、節電 に貢献致します。 

プライバシーに配慮！ 

盗撮カメラだと疑われる等 

宿泊者に不安を与えないように、レンズ等と 

勘違いさせないプライバシーデザインを採用 



「＆IoT」ブランド 加盟宿泊施設様 増加中！ 

お問合せ・資料請求 TEL : 06-6585-9865 Email : iot@device-agency.co.jp 

専門の作業員が訪問設定を行い、指定の機器を全て備え、独自の基準をクリアした 

宿泊施設様のみを「＆IoT」ブランドとすることによって、ユーザー様の宿泊体験を 

一定のレベルに統一。ユーザー様にとって、不安を感じさせない宿泊先選びを実現する。 

だから、加盟宿泊施設様は、続々と増えています。 

機器をただ導入するだけでは真似できない、「ブランド展開戦略」をあなたに。 

「＆IoT」というブランドは、１つの“基準”です。 



当社に機器の 
訪問設定を依頼し、 

認証を受けてください。 

１ ２ 

当社を通じて 
IoT機器を 

購入してください。 

当社の専門の作業員が、加盟施設まで 

訪問し、導入する一部屋一部屋で 

機器の取り付け・設定を行います。 

専門の作業員による訪問がない場合、 

「＆IoT」加盟とはなりません。 

スマートスピーカーやSTB、家電コント

ローラー、コントロールタブレット、 

スマート家電等、必要機器は全て当社を 

通じて購入してください。別途購入して 

しまうと、「＆IoT」認証は受けられません。 

加盟条件について 



加盟料金はゼロです。 

「＆IoT」加盟メリット 

「＆IoT」ロゴを、
施設内・HP等で 
ご利用頂けます。 

１ ２ 
当社HPの 
「＆IoT」加盟施設 
一覧内に掲載します。 

加盟料金について 



特記事項について 

日進月歩するIoT機器の中で、当社が必要と感じた場合は、 
新しい機器・サービスを導入することがあります。 

 

その場合、お客様には 
新しいバージョンのロゴをご利用頂きます。 

既存製品を使用 新製品を使用 

2020年 
サービスを 

更新した場合 
 

新しいロゴを 
ご利用頂きます。 



「＆IoT」 
加盟手続きについて 
/FAQ/会社情報等 



「＆IoT」ブランド加盟手続きについて 

当社にまずはお問合せください。 

設備調査票をお送り致します。 

エアコンやテレビのメーカー名・間接照明の数等、 

必要事項を記入の上、ご提出ください。 

必要機器の数及びお見積り書をお送り致しますので、 

内容をご確認の上、ご発注を確定してください。 

御請求書をお送り致します。 

ご入金を頂いたら、２～４週間以内に 

ご訪問させて頂き・機器設定を行います。 

その後、加盟認定の通知を行います。 

通知をお受け取り頂ければ「＆IoT」加盟手続きの完了です。 

年に1回、設備更新のご連絡致します。 

更新のお手続き（新機器の導入・ロゴリニューアル）を行ってください。 

Step ３ 

Step 2 

Step 1 

Step 4 

Step 5 



「＆IoT」FAQ 

1．違約金はありますか？ 

特にございません。ただ、ロゴ使用の取り消しを行う場合があります。 

2．どういった場合にサービスを更新するのですか？ 

年に一度、最新のIoT機器を導入するバージョンアップを行います。 

宿泊者に、常に最新のIoT機器を体験頂くためです。 

バージョンアップの際には、最新の機器のご購入・機器設定のご案内を致します。 

3．IoT機器が壊れた場合、保証等はありますか？ 

IoT機器が壊れた際の保証に関しては、当社ではご用意しておりません。 

ただ、各IoT機器のメーカーによる保証は適用されます。 

保証条件は、各機器メーカーの定める内容に準じるものとします。 

4．機器の利用方法に関して、サポートしてもらうことは可能ですか？ 

現在は、当社で各IoT機器の利用方法に関するサポートを実施しております。 

ただ今後は、有料のサービスとすることも検討している状況です。 



サービス運営会社 

会社名 

代表 

住所 

TEL 

FAX 

MAIL 

URL 

業務内容 

株式会社デバイスエージェンシー 

田中 実 

〒550-0015 大阪市西区南堀江 
4丁目17番18号 原田ビルディング1階 

06-6585-9865 

06-6585-9875 

info@device-agency.co.jp 

http://device-agency.co.jp/ 

パソコン及びその部品、周辺機器の販売に関する事業 

タブレット端末及びタブレット端末の周辺機器の販売に関する事業 

デバイス及びデバイスの周辺機器の販売に関する事業 

通信機器及び設備の販売・設置・施工・保守及び管理に関する事業 

省エネルギー装置及び機器の販売・設置・施工・保守及び管理に関する事業 

電気自動車用充電設備の販売・設置・施工・保守及び管理に関する事業 

インターネット等のネットワークを利用した宿泊施設及び飲食店向け 

各種システムの設計、開発、運用、販売及び保守に関する事業 

インターネットを利用した各種不動産情報提供サービスに関する事業 

ビル、店舗、住宅等のメンテナンス、清掃及びハウスクリーニングに関する 

事業 

塗料の販売及び塗装施工に関する事業 

古物の仕入及び販売に関する事業 

旅行業法に基づく旅行業並びに飲食店及びホテル、旅館等の宿泊施設の経営 

に関する事業 

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊・管理・仲介に関する事業 

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する事業 

上記各号に附帯する一切の事業 



株式会社デバイスエージェンシー 

〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目17番18号 原田ビルディング1階 

TEL：06-6585-9865 

MAIL：iot@device-agency.co.jp 

お問合せ 


