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リゾートトラスト会社概要

リゾートトラストグループは、会員権事業を核リゾートトラストグループは、会員権事業を核リゾートトラストグループは、会員権事業を核リゾートトラストグループは、会員権事業を核にホテルレストラン事業にホテルレストラン事業にホテルレストラン事業にホテルレストラン事業、ゴルフ事業、メディカ、ゴルフ事業、メディカ、ゴルフ事業、メディカ、ゴルフ事業、メディカ
ルルルル事業など幅広い事業など幅広い事業など幅広い事業など幅広い領域で事業を展開領域で事業を展開領域で事業を展開領域で事業を展開する“する“する“する“総合リゾート企業グループ”です総合リゾート企業グループ”です総合リゾート企業グループ”です総合リゾート企業グループ”です。。。。

会員権

事業

ゴルフ

事業

シニア

ライフ
事業

メディカル

事業

ホテル

レストラン
事業

（リゾートトラスト株式会社含め計31社）

ホテル事業 メディカル事業

RESORTTRUST HAWAII,LLC （株）ハイメディック

RTCC（株） （株）東京ミッドタウンメディスン

（株）ジェス （株）アドバンスト・メディカル・ケア

（株）コンプレックス・ビズ・インターナショナル （株）iMedical

（株）日本スイス・パーフェクション （株）セントメディカル・アソシエイツ

（株）サンホテルエージェント （株）厚生

（株）CICS

ゴルフ事業

リゾートトラストゴルフ事業（株） シニアライフ事業

岡崎クラシック（株） トラストガーデン（株）

多治⾒クラシック（株） トラストグレイス（株）

（株）セントクリークゴルフクラブ 上海悠信管理諮詢有限公司

（株）メイプルポイントゴルフクラブ アクティバ（株）

（株）オークモントゴルフクラブ

ジャパンクラシック（株） その他の事業

（株）グレイスヒルズカントリー倶楽部 アール・ティー開発（株）

（株）パインズゴルフクラブ ジャストファイナンス（株）

（株）関⻄ゴルフ倶楽部 アール・エフ・エス（株）

会会会会社名社名社名社名 リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト株式会社株式会社株式会社株式会社
設設設設 立立立立 1973197319731973年年年年4444月月月月
資本金資本金資本金資本金 195195195195億億億億8,8088,8088,8088,808万円万円万円万円 （（（（2017201720172017年年年年3333月末月末月末月末））））
従業員数従業員数従業員数従業員数 6,6986,6986,6986,698名名名名 （（（（2017201720172017年年年年3333月末月末月末月末 連結連結連結連結））））
売上高売上高売上高売上高 1,4351,4351,4351,435億億億億41414141百万円百万円百万円百万円 （（（（2017201720172017年年年年3333月期月期月期月期 連結）連結）連結）連結）
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リゾートトラスト会社概要

エクシブを中心とする会員権販売を通じて、会員の皆様から高い信頼をいただいています。エクシブを中心とする会員権販売を通じて、会員の皆様から高い信頼をいただいています。エクシブを中心とする会員権販売を通じて、会員の皆様から高い信頼をいただいています。エクシブを中心とする会員権販売を通じて、会員の皆様から高い信頼をいただいています。
当グループの会員数は、２０１７年３月末日現在で１７万人を超えました。当グループの会員数は、２０１７年３月末日現在で１７万人を超えました。当グループの会員数は、２０１７年３月末日現在で１７万人を超えました。当グループの会員数は、２０１７年３月末日現在で１７万人を超えました。
国内国内国内国内会員制リゾートクラブ業界でＮｏ会員制リゾートクラブ業界でＮｏ会員制リゾートクラブ業界でＮｏ会員制リゾートクラブ業界でＮｏ.１の実績を誇り、その後も着実に増え続けています。１の実績を誇り、その後も着実に増え続けています。１の実績を誇り、その後も着実に増え続けています。１の実績を誇り、その後も着実に増え続けています。
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ハイセンス・ハイクオリティを追求し、充実したホスピタリティを提供
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リゾートトラスト会社概要

豊か豊か豊か豊かな自然に恵まれたリゾート地な自然に恵まれたリゾート地な自然に恵まれたリゾート地な自然に恵まれたリゾート地にににに 「エクシブ「エクシブ「エクシブ「エクシブ」や「サンメンバーズ」を、リゾート」や「サンメンバーズ」を、リゾート」や「サンメンバーズ」を、リゾート」や「サンメンバーズ」を、リゾート周辺と都市近郊に周辺と都市近郊に周辺と都市近郊に周辺と都市近郊にはははは
ゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブをををを展開しています。また、新しい世界展開しています。また、新しい世界展開しています。また、新しい世界展開しています。また、新しい世界を実現した完全会員制を実現した完全会員制を実現した完全会員制を実現した完全会員制アーバンリゾートであるアーバンリゾートであるアーバンリゾートであるアーバンリゾートである

「「「「ベイコート倶楽部ベイコート倶楽部ベイコート倶楽部ベイコート倶楽部」。」。」。」。 それぞれそれぞれそれぞれそれぞれに独自のコンセプトを持つ上質なステージをご用意しています。に独自のコンセプトを持つ上質なステージをご用意しています。に独自のコンセプトを持つ上質なステージをご用意しています。に独自のコンセプトを持つ上質なステージをご用意しています。

さらに、「高精度検診さらに、「高精度検診さらに、「高精度検診さらに、「高精度検診」と「倶楽部ドクターによる健康管理システム」で“健康で豊かな人生”をサポート」と「倶楽部ドクターによる健康管理システム」で“健康で豊かな人生”をサポート」と「倶楽部ドクターによる健康管理システム」で“健康で豊かな人生”をサポート」と「倶楽部ドクターによる健康管理システム」で“健康で豊かな人生”をサポート
する会員制総合メディカル倶楽部として「グランドハイメディック倶楽部」も展開しています。する会員制総合メディカル倶楽部として「グランドハイメディック倶楽部」も展開しています。する会員制総合メディカル倶楽部として「グランドハイメディック倶楽部」も展開しています。する会員制総合メディカル倶楽部として「グランドハイメディック倶楽部」も展開しています。
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リゾートトラスト会社概要

芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート
（2018年2月開業予定）

ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート
（2019年3月開業予定）

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

エクシブ湯河原離宮

エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
（2018年4月開業予定）

エクシブ鳥羽別邸

エクシブ有⾺離宮

ハイメディック名古屋

ハイメディック京大病院
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リゾートトラスト会社概要

オークモントゴルフクラブ（2017年開催） グランディ鳴門ゴルフクラブ36（2016年開催）

メイプルポイントゴルフクラブ（2015年開催） 関⻄ゴルフ倶楽部（2014年開催）

日本女子プロゴルフ協会（LPGA）公認ゴルフトーナメント
「リゾートトラストレディス」を開催しています。
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リゾートトラスト会社概要

リゾートトラスト株式会社はリゾートトラスト株式会社はリゾートトラスト株式会社はリゾートトラスト株式会社は

お客様や社会との信頼を基盤として常に挑戦し続けお客様や社会との信頼を基盤として常に挑戦し続けお客様や社会との信頼を基盤として常に挑戦し続けお客様や社会との信頼を基盤として常に挑戦し続け

会員制リゾート事業をはじめとした様々な事業活動を通じて会員制リゾート事業をはじめとした様々な事業活動を通じて会員制リゾート事業をはじめとした様々な事業活動を通じて会員制リゾート事業をはじめとした様々な事業活動を通じて

お客様が人生を謳歌するしなやかな生き方に貢献することをお客様が人生を謳歌するしなやかな生き方に貢献することをお客様が人生を謳歌するしなやかな生き方に貢献することをお客様が人生を謳歌するしなやかな生き方に貢献することを

目指しています。目指しています。目指しています。目指しています。

当社はこの実現に向けて当社はこの実現に向けて当社はこの実現に向けて当社はこの実現に向けて

常にお客様の期待と信頼に応え常にお客様の期待と信頼に応え常にお客様の期待と信頼に応え常にお客様の期待と信頼に応え

ハイセンス・ハイクオリティな品質の商品・サービスをハイセンス・ハイクオリティな品質の商品・サービスをハイセンス・ハイクオリティな品質の商品・サービスをハイセンス・ハイクオリティな品質の商品・サービスを

提供していくための品質管理に取り組んでいます。提供していくための品質管理に取り組んでいます。提供していくための品質管理に取り組んでいます。提供していくための品質管理に取り組んでいます。
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ｅＢＡＳＥ 導入前の課題点

２．加工食品仕様書の申請は書類２．加工食品仕様書の申請は書類２．加工食品仕様書の申請は書類２．加工食品仕様書の申請は書類回付回付回付回付 ⇒⇒⇒⇒ 申請の進捗状況が把握できない。申請の進捗状況が把握できない。申請の進捗状況が把握できない。申請の進捗状況が把握できない。

３．承認済の加工食品仕様書はｽｷｬﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀで３．承認済の加工食品仕様書はｽｷｬﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀで３．承認済の加工食品仕様書はｽｷｬﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀで３．承認済の加工食品仕様書はｽｷｬﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀで保存保存保存保存 ⇒⇒⇒⇒ 文字文字文字文字検索やﾃﾞｰﾀの並び替えが検索やﾃﾞｰﾀの並び替えが検索やﾃﾞｰﾀの並び替えが検索やﾃﾞｰﾀの並び替えができないできないできないできない。。。。

７７７７. 社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の認知度が認知度が認知度が認知度が低い低い低い低い ⇒⇒⇒⇒ 社内基準社内基準社内基準社内基準に準拠してに準拠してに準拠してに準拠していないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請される。。。。

１１１１．．．．加工加工加工加工食品仕様書は紙やエクセルファイルで食品仕様書は紙やエクセルファイルで食品仕様書は紙やエクセルファイルで食品仕様書は紙やエクセルファイルで収集収集収集収集 ⇒⇒⇒⇒ 各施設別フォルダに分けて保存。各施設別フォルダに分けて保存。各施設別フォルダに分けて保存。各施設別フォルダに分けて保存。

４．パートナー企業４．パートナー企業４．パートナー企業４．パートナー企業様の食品表示知識レベルに隔たりがある様の食品表示知識レベルに隔たりがある様の食品表示知識レベルに隔たりがある様の食品表示知識レベルに隔たりがある ⇒⇒⇒⇒ 仕様書の正確性に仕様書の正確性に仕様書の正確性に仕様書の正確性に格差格差格差格差がある。がある。がある。がある。

５５５５．施設担当者は自施設の仕様書のみ保管．施設担当者は自施設の仕様書のみ保管．施設担当者は自施設の仕様書のみ保管．施設担当者は自施設の仕様書のみ保管 ⇒⇒⇒⇒ 他施設の仕様書の閲覧、検索ができない。他施設の仕様書の閲覧、検索ができない。他施設の仕様書の閲覧、検索ができない。他施設の仕様書の閲覧、検索ができない。

６６６６．施設別フォルダで保存管理．施設別フォルダで保存管理．施設別フォルダで保存管理．施設別フォルダで保存管理 ⇒⇒⇒⇒ 食品事故食品事故食品事故食品事故等の等の等の等の緊急時に取扱施設の抽出や検索ができない。緊急時に取扱施設の抽出や検索ができない。緊急時に取扱施設の抽出や検索ができない。緊急時に取扱施設の抽出や検索ができない。

加工食品仕様書を一元管理できるデータベースシステムを検討

８８８８. 年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底 ⇒⇒⇒⇒ 仕様書仕様書仕様書仕様書のののの更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握できないできないできないできない。。。。
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リゾートトラスト社内ルール（課題の補足説明）

７７７７. 社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の社内ルール（基準）の認知度が認知度が認知度が認知度が低い低い低い低い ⇒⇒⇒⇒ 社内基準社内基準社内基準社内基準に準拠してに準拠してに準拠してに準拠していないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請されるいないまま仕様書が申請される。。。。

食品区分によって異なる社内基準に対応した申請が必要

加工食品区分、取扱い加工食品区分、取扱い加工食品区分、取扱い加工食品区分、取扱い区分によって異なる管理基準を社内ルールで定めている。区分によって異なる管理基準を社内ルールで定めている。区分によって異なる管理基準を社内ルールで定めている。区分によって異なる管理基準を社内ルールで定めている。

取扱い区分取扱い区分取扱い区分取扱い区分 施設施設施設施設 本部本部本部本部 本社本社本社本社 ７品目７品目７品目７品目 ２０品目２０品目２０品目２０品目 ７品目７品目７品目７品目 ２０品目２０品目２０品目２０品目 敷紙画像敷紙画像敷紙画像敷紙画像
衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理

チェック表チェック表チェック表チェック表

嗜好官能嗜好官能嗜好官能嗜好官能

検査書検査書検査書検査書

部屋菓子部屋菓子部屋菓子部屋菓子 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ● ●

通販通販通販通販 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●

一般一般一般一般 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●

部屋菓子部屋菓子部屋菓子部屋菓子 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ● ●

通販通販通販通販 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ●

一般一般一般一般 ●●●● ●●●● ● ● ● ● ●

部屋菓子部屋菓子部屋菓子部屋菓子 ●●●● ●●●● ● ● ● ● （任意） ●

通販通販通販通販 ●●●● ●●●● ● ● ● ● （任意）

一般一般一般一般 ●●●● ●●●● ● ● ● ● （任意）

部屋菓子部屋菓子部屋菓子部屋菓子 ●●●● ●●●● ● ● ● （任意） （任意） ●

通販通販通販通販 ●●●● ● ● （任意） （任意）

一般一般一般一般 ●●●● ● （任意） （任意） （任意）

社内基準　（一部抜粋）社内基準　（一部抜粋）社内基準　（一部抜粋）社内基準　（一部抜粋）

加工食品区分加工食品区分加工食品区分加工食品区分

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー
コンタミ表示コンタミ表示コンタミ表示コンタミ表示

ＮＮＮＮ

ＢＢＢＢ

ＲＴグループが
｢製造者｣になるもの

ＲＴグループが
｢販売者｣になるもの

商品にＲＴグループの名称
やロゴなどが入っているもの

（オリジナル、ＰＢ以外）

一般に市販されているもの
（上記以外）

オオオオ

リリリリ

ジジジジ

ナナナナ

ルルルル

ＰＰＰＰ

ＢＢＢＢ

準準準準

ＰＰＰＰ

ＢＢＢＢ

申請ワークフロー申請ワークフロー申請ワークフロー申請ワークフロー アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示 個別必須 添付書類個別必須 添付書類個別必須 添付書類個別必須 添付書類
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承認連絡（メール）承認連絡（メール）承認連絡（メール）承認連絡（メール）

9

年１回、パートナー企業様に仕様書内容の変更有無を確認している。年１回、パートナー企業様に仕様書内容の変更有無を確認している。年１回、パートナー企業様に仕様書内容の変更有無を確認している。年１回、パートナー企業様に仕様書内容の変更有無を確認している。

８８８８. 年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底年１回の仕様書内容確認が不徹底 ⇒⇒⇒⇒ 仕様書仕様書仕様書仕様書のののの更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握更新確認がされているか把握できないできないできないできない。。。。

仕様書の更新確認を管理できるシステムが必要

品質管理部品質管理部品質管理部品質管理部 ホテルホテルホテルホテル担当者担当者担当者担当者

担当者が個人担当者が個人担当者が個人担当者が個人

フォルダに保存フォルダに保存フォルダに保存フォルダに保存施設別フォルダに保存施設別フォルダに保存施設別フォルダに保存施設別フォルダに保存

更新確認更新確認更新確認更新確認
されている？されている？されている？されている？

担当者によってエクセル管理担当者によってエクセル管理担当者によってエクセル管理担当者によってエクセル管理

手書きで管理するなど手書きで管理するなど手書きで管理するなど手書きで管理するなど

更新確認の方法がバラバラ更新確認の方法がバラバラ更新確認の方法がバラバラ更新確認の方法がバラバラ

✍✍✍✍

仕様書のデータ共有ができず仕様書のデータ共有ができず仕様書のデータ共有ができず仕様書のデータ共有ができず
更新確認状況が把握できない更新確認状況が把握できない更新確認状況が把握できない更新確認状況が把握できない

リゾートトラスト社内ルール（課題補足）

年１回年１回年１回年１回

内容確認内容確認内容確認内容確認

本社・本部本社・本部本社・本部本社・本部

((((本社本社本社本社)))) ((((各ホテル各ホテル各ホテル各ホテル))))
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パートナー企業様パートナー企業様パートナー企業様パートナー企業様

10

ｅＢＡＳＥ システム概要

eBASEeBASEeBASEeBASE ｊｒｊｒｊｒｊｒ....

eBASEeBASEeBASEeBASE ｊｒｊｒｊｒｊｒ....
ＢＢＢＢ

リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト

品質管理部品質管理部品質管理部品質管理部

ＡＡＡＡ

ＢホテルＢホテルＢホテルＢホテル ＣホテルＣホテルＣホテルＣホテル 本社本社本社本社

購買部購買部購買部購買部 品質管理部品質管理部品質管理部品質管理部

ホテルホテルホテルホテル

担当者担当者担当者担当者

リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト
（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ） リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト

（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ）（ＷＥＢブラウザ）

・ユーザー登録・ユーザー登録・ユーザー登録・ユーザー登録

・・・・ ﾜｰｸﾌﾛｰ設定ﾜｰｸﾌﾛｰ設定ﾜｰｸﾌﾛｰ設定ﾜｰｸﾌﾛｰ設定

・・・・ ﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

・仕様書検索、閲覧・仕様書検索、閲覧・仕様書検索、閲覧・仕様書検索、閲覧

・商品の取扱登録・商品の取扱登録・商品の取扱登録・商品の取扱登録

・仕様書・仕様書・仕様書・仕様書内容内容内容内容のののの確認確認確認確認

・ワークフロー承認・ワークフロー承認・ワークフロー承認・ワークフロー承認

Ａ社様Ａ社様Ａ社様Ａ社様

Ｂ社様Ｂ社様Ｂ社様Ｂ社様

eBASEeBASEeBASEeBASE ｊｒｊｒｊｒｊｒ....

Ｃ社様Ｃ社様Ｃ社様Ｃ社様

ご担当者ご担当者ご担当者ご担当者様様様様

Ｗｅｂ上で

無償配布

・更新確認・更新確認・更新確認・更新確認

・承認・承認・承認・承認

ＡホテルＡホテルＡホテルＡホテル

仕様書の期限が近づくと
更新確認の依頼メールが
自動配信

ＢＢＢＢ
仕様書更新確認仕様書更新確認仕様書更新確認仕様書更新確認

ＡＡＡＡ
仕様書管理仕様書管理仕様書管理仕様書管理

送信送信送信送信

・仕様書作成・仕様書作成・仕様書作成・仕様書作成

・データ送信・データ送信・データ送信・データ送信

（定期的に自動抽出）
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「仕様書管理」と「更新確認」の２つを連携したシステム

パートナー企業様が加工食品仕

様書を送信すると起案される商
品の申請ワークフロー

年１回、「仕様書管理」から必要

なデータが抽出されて自動起案さ
れる更新確認ワークフロー

パッケージソフト（ｅＢパッケージソフト（ｅＢパッケージソフト（ｅＢパッケージソフト（ｅＢ-ｆｏｏｄｓ）ｆｏｏｄｓ）ｆｏｏｄｓ）ｆｏｏｄｓ）
＋＋＋＋

アドオン画面アドオン画面アドオン画面アドオン画面
＋＋＋＋

オプションソフト（ｅＢオプションソフト（ｅＢオプションソフト（ｅＢオプションソフト（ｅＢ-Ｗｏｒｋｆｌｏｗ）Ｗｏｒｋｆｌｏｗ）Ｗｏｒｋｆｌｏｗ）Ｗｏｒｋｆｌｏｗ）

オプションソフトオプションソフトオプションソフトオプションソフト
（（（（ｅＢｅＢｅＢｅＢ-ＷｏｒｋｆｌｏｗＷｏｒｋｆｌｏｗＷｏｒｋｆｌｏｗＷｏｒｋｆｌｏｗ））））

システム連携システム連携システム連携システム連携システム連携システム連携システム連携システム連携仕様書管理仕様書管理仕様書管理仕様書管理

ボリュームボリュームボリュームボリューム

更新確認更新確認更新確認更新確認

ボリュームボリュームボリュームボリューム

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ
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仕様書管理の画面構成

ワークフロー表示

仕様書の基本部分はパッケージソフトeB-foodsを使用 リゾートトラスト専用のアドオン画面リゾートトラスト専用のアドオン画面リゾートトラスト専用のアドオン画面リゾートトラスト専用のアドオン画面

基本情報 原材料リスト 製造・品質

製造工程 添付書類 確認・承認

包材表示

リゾートトラスト1 リゾートトラスト2 リゾートトラスト3

仕様変更・確認

パートナー企業様に作成していただく画面パートナー企業様に作成していただく画面パートナー企業様に作成していただく画面パートナー企業様に作成していただく画面

・施設区分・施設区分・施設区分・施設区分

・加工食品区分・加工食品区分・加工食品区分・加工食品区分

・取扱い区分・取扱い区分・取扱い区分・取扱い区分

・該当する法令、規約・該当する法令、規約・該当する法令、規約・該当する法令、規約

・食品表示基準対応有無・食品表示基準対応有無・食品表示基準対応有無・食品表示基準対応有無

によりによりによりにより､､､､入力項目を変更入力項目を変更入力項目を変更入力項目を変更

・部屋菓子の敷紙・部屋菓子の敷紙・部屋菓子の敷紙・部屋菓子の敷紙

・強調表示の確約書・強調表示の確約書・強調表示の確約書・強調表示の確約書

・・・・ｱﾚﾙｷﾞｰｱﾚﾙｷﾞｰｱﾚﾙｷﾞｰｱﾚﾙｷﾞｰ表示基準表示基準表示基準表示基準

仕様書の承認はオプションソフトeB-Ｗｏｒｋｆｌｏｗを使用

商品取扱情報
アドオン画面で選択されたアドオン画面で選択されたアドオン画面で選択されたアドオン画面で選択された

施設区分、加工食品区分、施設区分、加工食品区分、施設区分、加工食品区分、施設区分、加工食品区分、

取扱い区分の条件によって取扱い区分の条件によって取扱い区分の条件によって取扱い区分の条件によって

申請ﾌﾛｰと承認者が自動確定申請ﾌﾛｰと承認者が自動確定申請ﾌﾛｰと承認者が自動確定申請ﾌﾛｰと承認者が自動確定

・仕様書の申請ワークフローで・仕様書の申請ワークフローで・仕様書の申請ワークフローで・仕様書の申請ワークフローで

「承認」または「否承認」処理「承認」または「否承認」処理「承認」または「否承認」処理「承認」または「否承認」処理

社内管理用にＷｅｂ上で編集可能なアドオン画面社内管理用にＷｅｂ上で編集可能なアドオン画面社内管理用にＷｅｂ上で編集可能なアドオン画面社内管理用にＷｅｂ上で編集可能なアドオン画面

・取扱施設一覧・取扱施設一覧・取扱施設一覧・取扱施設一覧

・仕様書有効期限の確認・仕様書有効期限の確認・仕様書有効期限の確認・仕様書有効期限の確認

・仕様書更新確認の主幹施設・仕様書更新確認の主幹施設・仕様書更新確認の主幹施設・仕様書更新確認の主幹施設

・商品の取扱開始、中止・商品の取扱開始、中止・商品の取扱開始、中止・商品の取扱開始、中止登録登録登録登録

・管理者からの連絡掲示板・管理者からの連絡掲示板・管理者からの連絡掲示板・管理者からの連絡掲示板

仕様書管理仕様書管理仕様書管理仕様書管理

ボリュームボリュームボリュームボリューム

ＡＡＡＡ
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ＮＢ

ＮＢ

以外

ホテルホテルホテルホテル 本部本部本部本部 購買部購買部購買部購買部 品質管理部品質管理部品質管理部品質管理部

加工食品

区分

リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト
パートナー企業様パートナー企業様パートナー企業様パートナー企業様

否承認

確認⇒承認

確認⇒承認

確認⇒承認
否承認

否承認

確認⇒承認作成・送信作成・送信作成・送信作成・送信

本部・本社承認フロー本部・本社承認フロー本部・本社承認フロー本部・本社承認フロー

ホテル承認フローホテル承認フローホテル承認フローホテル承認フロー

ＮＢ商品は

承認完了

ＮＢ以外

承認完了

13

仕様書管理 承認フロー

食品区分によって承認フローが自動確定食品区分によって承認フローが自動確定食品区分によって承認フローが自動確定食品区分によって承認フローが自動確定

仕様書の承認画面では、「３０項目のチェックシート」を表示させて、承認者が必要な確認を
することでチェックレベルの標準化を図っています。

【例】 ・食物アレルギーの社内基準に準拠して表示されているか。

・産地や銘柄などの強調表示がされている場合は、根拠となる確約書が添付されているか。

・ホテル部屋菓子の場合、原材料やアレルギー情報が記載された敷紙画像が添付されているか。
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仕様書管理 社内管理用のアドオン画面

パートナー企業様名

施設名

********-*********

ＡホテルＡホテルＡホテルＡホテル

ＢホテルＢホテルＢホテルＢホテル

ＣホテルＣホテルＣホテルＣホテル

他施設で承認されてい
る商品の取扱登録を

この画面で入力できる。

（自施設のみ編集可能）

*********

事故等の緊急時にも迅速な対応が可能事故等の緊急時にも迅速な対応が可能事故等の緊急時にも迅速な対応が可能事故等の緊急時にも迅速な対応が可能

当該商品の取扱施設が

一目で分かる。

スマートフォンやタブレット端末

でも閲覧可能なため、移動時や

緊急時にも対応可能です。

仕様書情報と商品取扱情報を一元管理しているため
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仕様書更新確認ワークフロー概要

仕様書の有効日が１年延びる

更新確認ワークフローの
承認処理

「仕様書の承認日」もしくは「更新確認日」から
３００３００３００３００日経過した仕様書データ日経過した仕様書データ日経過した仕様書データ日経過した仕様書データを自動抽出

１１１１

抽出された仕様書データを
取込＆更新確認ワークフローとして

自動起案

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----castcastcastcast

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----castcastcastcast

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----ｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈ

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----castcastcastcast

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----ｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈ

⇒⇒⇒⇒出力処理出力処理出力処理出力処理

⇒⇒⇒⇒取込処理取込処理取込処理取込処理

２２２２

３３３３

４４４４

仕様書管理仕様書管理仕様書管理仕様書管理
ボリュームボリュームボリュームボリューム

更新確認更新確認更新確認更新確認
ボリュームボリュームボリュームボリューム

ｅＢｅＢｅＢｅＢ----ｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈｗａｔｃｈ

ホテル担当者ホテル担当者ホテル担当者ホテル担当者

ＢＢＢＢＡＡＡＡ

ホテルホテルホテルホテル担当者に担当者に担当者に担当者に

更新確認メール更新確認メール更新確認メール更新確認メールがががが

自動配信される。自動配信される。自動配信される。自動配信される。

更新確認
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更新更新更新更新確認確認確認確認もﾜｰｸもﾜｰｸもﾜｰｸもﾜｰｸﾌﾛﾌﾛﾌﾛﾌﾛｰーーー導入導入導入導入により更新徹底と状況把握が可能により更新徹底と状況把握が可能により更新徹底と状況把握が可能により更新徹底と状況把握が可能

16

ｅＢＡＳＥ 導入後の改善内容

施設別に自動施設別に自動施設別に自動施設別に自動振振振振分されてＷｅｂブラウザ分されてＷｅｂブラウザ分されてＷｅｂブラウザ分されてＷｅｂブラウザで閲覧可能で閲覧可能で閲覧可能で閲覧可能

ワワワワークフローークフローークフローークフロー表示表示表示表示で進捗状況を確認可能で進捗状況を確認可能で進捗状況を確認可能で進捗状況を確認可能

文字やカテゴリで検索可能となり、並び替えも可能文字やカテゴリで検索可能となり、並び替えも可能文字やカテゴリで検索可能となり、並び替えも可能文字やカテゴリで検索可能となり、並び替えも可能

必須必須必須必須項目項目項目項目を設定を設定を設定を設定するするするするこここことでとでとでとで仕様書の精度を仕様書の精度を仕様書の精度を仕様書の精度を標標標標準準準準化化化化

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾍﾍﾍﾍﾞｰｽﾞｰｽﾞｰｽﾞｰｽ化化化化により全施設の仕様書の検索により全施設の仕様書の検索により全施設の仕様書の検索により全施設の仕様書の検索、、、、閲覧が可能閲覧が可能閲覧が可能閲覧が可能

仕様書で取扱施設仕様書で取扱施設仕様書で取扱施設仕様書で取扱施設情報情報情報情報も管理するも管理するも管理するも管理するこここことで緊急とで緊急とで緊急とで緊急対応対応対応対応が可能が可能が可能が可能

社内基準に社内基準に社内基準に社内基準に対応対応対応対応したしたしたした入入入入力システムで力システムで力システムで力システムで適適適適正に申請される正に申請される正に申請される正に申請される

２．加工食品仕様書の申請は書類回付 ⇒ 申請
の進捗状況が把握できない。

３．承認済の加工食品仕様書はｽｷｬﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀで保
存 ⇒ 文字検索やﾃﾞｰﾀの並び替えができない。

７. 社内ルール（基準）の認知度が低い ⇒ 社内

基準に準拠していないまま仕様書が申請される。

１．加工食品仕様書は紙やエクセルファイルで収
集 ⇒ 各施設別フォルダに分けて保存。

４．パートナー企業様の食品表示知識レベルに隔
たりがある ⇒ 仕様書の正確性に格差がある。

５．施設担当者は自施設の仕様書のみ保管 ⇒

他施設の仕様書の閲覧、検索ができない。

６．施設別フォルダで保存管理 ⇒ 食品事故等
の緊急時に取扱施設の抽出や検索ができない。

８. 年１回の仕様書内容確認が不徹底 ⇒ 仕様

書の更新確認がされているか把握できない。

≪導入前の課題≫ ≪導入後の改善内容≫
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施設閲覧用施設閲覧用施設閲覧用施設閲覧用

ボリュームボリュームボリュームボリューム
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レストラン食材用のデータベースを構築

更新確認

ボリューム

仕様書管理

ボリューム

食材管理食材管理食材管理食材管理

ボリュームボリュームボリュームボリューム

品質管理部品質管理部品質管理部品質管理部

購買部購買部購買部購買部

レストラン食材用

ボリュームを追加
食物アレルギーの含有などに食物アレルギーの含有などに食物アレルギーの含有などに食物アレルギーの含有などに

特化したデータベース構築特化したデータベース構築特化したデータベース構築特化したデータベース構築

リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト

本社購買部本社購買部本社購買部本社購買部

受信受信受信受信データデータデータデータ
確認確認確認確認・・・・承認承認承認承認

ホホホホテルテルテルテル・・・・レストランレストランレストランレストラン
（（（（ＷＷＷＷebebebebブラウザブラウザブラウザブラウザ））））

レストラン食材用データベースレストラン食材用データベースレストラン食材用データベースレストラン食材用データベース
eBASEeBASEeBASEeBASE ｊｒｊｒｊｒｊｒ....

パートナーパートナーパートナーパートナー企業企業企業企業様様様様

ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ

「承認」データから必要な項目のみを自動転送「承認」データから必要な項目のみを自動転送「承認」データから必要な項目のみを自動転送「承認」データから必要な項目のみを自動転送

（検索・表示の高速化）

ＡホテルＡホテルＡホテルＡホテル BBBBホテルホテルホテルホテル CCCCホテルホテルホテルホテル
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３３３３．．．．組織変組織変組織変組織変更に更に更に更に伴う伴う伴う伴う人事人事人事人事異異異異動な動な動な動などどどどにより、により、により、により、ワワワワークフロー承認者の設定更新に時ークフロー承認者の設定更新に時ークフロー承認者の設定更新に時ークフロー承認者の設定更新に時間間間間をををを要要要要している。している。している。している。

２２２２．．．．変変変変更更更更前前前前とととと変変変変更更更更後後後後の仕様書がの仕様書がの仕様書がの仕様書が混在混在混在混在してしてしてしておおおおり、り、り、り、最最最最新の新の新の新の仕様書を把握する仕様書を把握する仕様書を把握する仕様書を把握するこここことがとがとがとが難難難難しい。しい。しい。しい。

１１１１．仕様書の承認ス．仕様書の承認ス．仕様書の承認ス．仕様書の承認スピピピピードをードをードをードを向向向向上さ上さ上さ上させせせせるたるたるたるためめめめ、承認工、承認工、承認工、承認工程程程程のののの簡素化簡素化簡素化簡素化をををを図図図図りたい。りたい。りたい。りたい。

４４４４. ホホホホテルのテルのテルのテルのお土産お土産お土産お土産品やオンラインシ品やオンラインシ品やオンラインシ品やオンラインショョョョップの取扱ップの取扱ップの取扱ップの取扱商商商商品を品を品を品を拡大拡大拡大拡大していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。
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今後の課題について

ｅＢＡＳＥを導入されている食品メーカー様を募集中

働き方改革の一環として取組中

システム改修などで対応できるか検討中



Copyright © Resorttrust All Rights Reserved. 19

今後の課題について

※1 第34回サービス業総合調査（日経MJ 2016/11/9）「会員制リゾートクラブ」上位9社の部門売上高（2015年度）よりシェアを算出
※2 2016年度の通期実績

25年連続シェア No.1※1 国内会員制リゾートクラブで 25年連続シェアNo.1を維持

40年以上業界牽引 国内会員制リゾートクラブ市場を40年以上にわたり牽引

47ホテルを運営 国内46カ所、海外1カ所でホテルを運営（国内開発中5施設含まず）

宿泊者数300万人※2
年間宿泊者数は、エクシブ 178万人、サンメンバーズ 47万人

トラスティ 63万人、ベイコート 15万人

【お問合せ】

リゾートトラスト株式会社 品質管理部 担当：川口

https://www.resorttrust.co.jp/

〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 RT白川ビル

Tel：052-310-1260 Mail：R10105000@rt-group.jp

弊社ホテルのショップやフロントで販売する物販食品、客室のお部屋菓子、通販食品等を
ご提供していただけるビジネスパートナー企業様を募集しております。

ｅＢＡＳＥを導入されている食品メーカー様のビジネスパートナーを募集中

【リゾートトラスト プロフィール】
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ご清聴ご清聴ご清聴ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
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