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ようこそAxessへ
アクセス管理システムを一括でお届け

 1998年 Axess AG設立（オーストリア）

 2015年 Axess Japan株式会社設立（東京）

Axess Japan株式会社

本社（ザルツブルク）

工場（インスブルック）
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サービス分野
スキー場を第一に、各分野にソリューションをお届け

Axess Japan株式会社

20 70 400 30
公共交通機関

（観光輸送手段）

スタジアム
競技場

プール／スパ
遊園地
動物園

見本市
展示会場

売上高の90%はスキー場およびマウンテンリゾート向けソリューション

世界500カ所以上のスキー場がAxess製品を導入
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Axessリゾートソリューション
革新的かつスマートな包括的ソリューション

Axess Japan株式会社 6

Smart 
POS

自動券売機

自動改札

駐車場

ロッカー

レンタル

スキー
レッスン

ECサイト

AX500 データセンター

B2B

Axess 
CONNECT.CRM 
CONNECT.APP

外部提携先
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国内導入実績
北海道
 ルスツリゾート
 サッポロテイネ
 十勝サホロリゾート
 キロロリゾート
 カムイスキーリンクス
 星野リゾート トマム

長野県
 菅平高原パインビークスキー場

新潟県
 ロッテアライリゾート
 神立高原スキー場

福島県
 星野リゾート アルツ磐梯
 星野リゾート 猫魔スキー場岐阜県

 鷲ヶ岳スキー場
 ホワイトピアたかす

兵庫県
 峰山高原リゾート ホワイトピーク

Axessのシステムは、国内14のスキー場様に

お使いいただいています。



アールベルク

（オーストリア）

Axess

導入事例

ユングフラウ鉄道

（スイス）

サンモリッツ

（スイス）

カンパニーデザルプ（CDA）
（フランス）

スキースター

（スウェーデン／ノルウェー）

セストリエーレ

（イタリア）

ドロミテ スーパースキー

（イタリア）



AXESSベーシックソリューション
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行列知らずのICリフト券でリフトに直行

Axess Japan株式会社 10

オンライン購入でICカードをゲット！



ICカードなら次のリフト券をオンラインチャージ

Axess Japan株式会社 11

次回のリフト券をオンラインでICカードにチャージ

WTP:P981101D-SXJ-JYK

P981101D_SXJ_JYK



Axess リゾートソリューション

> 全てのサービスを1枚のICカードで

> 各ポイントでお客様の行動を把握

> オンライン予約

> スキー用具レンタル

> ゲートやゲレンデでの検札

> ターゲットを絞ったマーケティング

利便性を向上し、さらなるお客様情報をゲット

Axess Japan株式会社

Smart POS 駐車場 ECサイト

お客様の行動を
詳細にわたって把握

自動券売機／自動引換機 自動改札機 ロッカー レンタル スキーレッスン
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● 各種リフト券の設定

Axess Japan株式会社

Webベースで簡単データ収集&管理
ご要望に応じたデータを自由に組み合わせ

● 各種マーケティングデータ
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モジュール構造
ご要望に応じた組み合わせを実現

故障の場合は故障パーツのみ入れ替え
次世代パーツへの入れ替えで常に最新モデルを維持
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リフト券不正防止用モニタリング
カメラとモニターで不正を防止

シーズン券の写真
または

その日の初回ゲート
通過時の写真

各自動改札通過時の写真



AXESSアドバンスドソリューション
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ロッカー、レンタル、スキーレッスン

Axess リゾートソリューション
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Axess RESORT.CHARGE
電子マネー一体型ICリフト券

Axess Japan株式会社

鷲ヶ岳LIPACAカード

> 1枚のカードがリフト券にも電子マネーカードにも

> スキー場内施設をキャッシュレスで利用
(レストラン、売店、入浴施設など)

> ECサイトで新しいリフト券をチャージ

> ポイント付与*(パートナー企業）

追加機能

> 引換券 & ギフトカード

> お帰り時の一括払い（チェックアウト方式）

> 自動チャージ

出所：鷲ヶ岳LIPACAカード
https://washigatake.skilipaca.com/user_data/introduction
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Axess SMART PRICING

売上履歴や来場者数履歴に基づく料金カテゴリー設定

様々な料金設定要因

 カレンダー（祝日、イベント開催日など）

 早割り

 天気

 枚数別の価格設定

 あらゆる販売チャネルに対応

 オンライン販売に誘導（多様な顧客データの蓄積）

 ハイシーズン以外の来場者が増加

ダイナミックプライシング
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日数を選択
（1日からシーズン
全期間）

滑走時間実績

項目 説明

スキー客数 期間中1回以上ゲートを通過
した総人数

平均利用
リフト数

スキー客一人当たりが利用
する平均リフト数

平均利用

リフト数
（のべ）

スキー客一人当たりが利用
する平均リフト数（のべ）

一日あたり
の平均ス
キー時間

一日のうちの最初のゲート
通過から最後のゲート通過
までの平均時間

1日の乗車リフト数

1日のリフト乗車
回数

データサイエンスに基づくオンデマンドソリューション
Axess BI DASHBOARD : 様々なニーズを満たす多種多様なデータ
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Axessのソリューション
We customize solutions. 「お客様に最適なソリューションを」

スキー客への
メリット

ソリューション スキー場への
メリット

自分に合った
サービスを享受

顧客データ 正しいマーケティング
戦略を策定

スムーズで快適な
リゾート体験

ICカード 1つのシステムで
全てを処理

1. 待ち時間なし
2. より魅力的な価格で

サービスを購入

オンライン 1. POSの削減
2. ハイシーズン以外の

顧客増加
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ご清聴
ありがとうございました！
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