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1. Ways to Search Travel Dollars in the New Year 

 新旅行ツールのいろいろ 

 

FFP アワード座席、格安運賃、クルーズのより楽しむ方法 を知らせる幾つかの新旅行

ツールが誕生している。 悪天候によるストランドを回避する情報を提供するツールま

で出現している。 以下がそれ等の新ツールだ。 

 

Yapta.com 

希望する特定路線の特定日の運賃を追跡する Yapta.com は、航空会社が FFP アワードの

インベントリーを追加した時にアラートを発信するサービスを開始した。 最低アワー

ドレベルの座席のインベントリーは数が少なく予約がとり難いけれども、Yapta.com は

このインベントリーが増席された場合に、登録した顧客に対して逸早くアラートを発信

して知らせてくれる。 現在はベータテストの段階で、UA, DL, CO, US, Alaska の 5 社

がこのサービスの対象。 Yapta.com の通常の“Plan a Trip”は、顧客のプリファレンス

に従って、価格や推奨便を知らせてくれる。 希望の便にタッグしておけば、Yapta.com

は自動的に運賃変動を追跡し、e-メールによるアラートを発信してくれる。 そして、

アワード航空券ボックスにチェックを入れておけば、そのインベントリーの変化につい

ても同様にアラートを発信する。 

 

ExpertFlyer.com 

ExpertFlyer.com の“Award and Upgrade Availability”は、4 つの F クラス別のアワードの

ステータスを知らせる。 4 つとは、（１）フルマイレッジ、（２）割引マイレッジ、（３）

500 マイルの電子スティッカーを利用するアップグレード、（４）コーペイメント利用

アップグレード。 ExpertFlyer.com の月間会費は$9.99（年会費 $99.99）で、Alaska, DL, 

Frontier, NW, UA を含む世界の 21 航空会社が対象となる。 ExpertFlyer.com は、指定し

た特定便のアワード ステータスの変更の都度 e-メールでアラートするサービスも行っ

ている。 

 

Kayak.com 

航空会社は勿論 Orbitz や Travelocity の如くのオンライン旅行社までを一網打尽に検索

するメタサーチの Kayak.com は、顧客のプリファレンスに従った検索を実施する。 顧

客がターボプロプやリジョナルジェット機を嫌いならば、それらを除去した検索結果を

案内する。 航空会社、出発時間、経由回数毎にブレークダウンして検索結果を表示す

ることも可能にする。 また、各社の手数料の一覧についても表示する。 
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FareCompare.com 

FareCompare.com は、過去 2 年間に遡って運賃の変化を時系列に表示したグラフを掲載

している。 過去 2 年間で $200 以下になったことが無い運賃は、これから先需要が減

少しても決して $150 にはならないだろう。 この他、F クラスの割引運賃やインスタ

ント アップグレード付きの Y クラス運賃（Y-UP）などの案内サービスを行う。 

 

AirlineConsolidator.com と usaca.com 

最低 Y クラス運賃を探すならば、コンソリデータからの購入を勧める。 

AirlineConsolidator.com と usaca.com は、航空会社の最後の在庫処理座席を格安で販売

する。 在庫処理用の座席を通常のインベントリーからコンソリデータに移動すること

により、航空会社は公示運賃への影響や競争会社との運賃戦争を回避できる。 これは、

小売業者が、在庫商品をアウトレットで捌くのに酷似している。 しかし、この運賃に

は、FFP マイルの対象とならない、事前座席指定が出来ない、欠航時の救済優先順位が

最下位になるというデメリットが存在する。 

 

Fly.faa.gov と FlightStats.com 

クリスマスの悪天候で 12 月 19 日から 28 日の間に 8,800 便が欠航した。 旅行者は、

乗継ぎ地点を含む各地の天候に注意を配る必要がある。 Fly.faa.gov は、主要空港の天

候や運営状況を知らせてくれる。 或は、航空会社や FlightStats.com に登録して、欠航

やゲート変更のアラートを事前に入手することを勧める。 

 

CruiseCritic.com 

CruiseCritic.com は、クルーズ船、港ごとのレビューを掲載している。 このサイトのか

なり大きなデータベースは、クルーズ旅行者に対して、どのクルーズがリコメンダブル

なのかを教えてくれる。 

 

ShoreTrip.com 

ShoreTrip.com は、クルーズ船の寄港地のオプショナルツアー（shore trip）業者へリンク

する。 そして、それ等が提供するツアーのレビューも掲載する。 ここで、クルーズ

船会社が提供するツアーよりもバリューの高いツアーを見つけられるだろう。 

 

www. cdc.gov 

クルーズ船の衛生状況を調べるには Centers for Diseases Control and Prevention の Web サ

イト www.cdc.com にアクセスすれば良い。 このサイトでは、Vessel Sanitation Program

に基づきクルーズ船の衛生調査結果のスコアーを発表している。 現在、153 隻中 6 隻

http://www.cdc.com/
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が基準以下のスコアーを付けられている。 電球の切れから主要なヘルスイッシューに

亘る多岐の問題がリストされている。 これらの問題は、即座に改善されているかも知

れない。 

 

TripIt.com 

TripIt.com は、全ての旅行の予約コンファーメーション（目的地のアクティビティー予

約やアポイントメントまでを含む）を束ねて 1 つの詳細な旅程にまとめ上げる。 

E-メール アドレスを登録して、エアー、カー、ホテルなどのコンファーメーションを

送ると、TripIt.com は 1 つの書類にまとめてくれる。 尤も個人情報の漏洩を気にする

旅客には、このサービスは向いていない。 

 

OpenTable.com 

OpenTable.com は、目的地のレストランを探してくれる。 そして予約を取ってくれる。 

■ 

 

 

 

2. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）米オンライン小売り販売低下 

米国のオンライン小売り販売が、初めて前年割れとなった。 ディジタル調査会社の

comScore によると、11 月 1 日〜12 月 23 日までのホリデー シーズンの e-コマースの小

売り消費は、合計 $25.5bn となり前年同期比▲3%低下した。 この低下は、comScore

社が統計を取り始めた 2001 年以来初めて。(channelnewsasia.com, 12/31/2008) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）ロシアで第二の国営航空 Rosavia 設立 

ロシアで、経営難に陥った航空会社を集めて、Aeroflotに次ぐ第2の国営航空会社Rosavia

を設立する動きが活発になっている。 Rosavia（SU が反対するまでは Russian Airlines

と呼ばれていた）は、これから設立される航空会社で、その資本の 51%を Russian 
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Technologies（Rostechnologia）が、残りの 49%をモスクワ市が保有することになると見

られている。 Rostechnologia は、KGB で Vladimir Putin と同僚の関係にあった Sergei 

Chemezov が支配する国営の軍需産業企業。 

一方、SU 株を約 30%保有している民間最大株主の Alexander Lebedev は、ロシアとドイ

ツ銀行を含む外国銀行からの $400m のローンのために抵当として差し出した SU 株

（25%）の大幅下落（年初以来▲80%減）で銀行から追証を求められている。 その他

のロシアの事業に対しては $50bn を支給しているにも拘わらず、現時点では政府は

Lebedev の National Reserve Bank に対して補助金の支給する意思を持っていない。 こ

のため Lebedev は、政府に対して $100m の補助金支給を申請しているけれども、先週、

自己資金により更に $25m の資金を工面せざるを得なかった。 Lebedev は、クレムリ

ン現政権に対して批判的な Novay Gazeta 紙のオーナーでもある。 Rosavia は、既に破

産したリジョナル航空会社の KrasAir, Domodedovo Airlines, Samara Airlines, Atlant-Soyuz 

Airlines を含む地方の公営と民間航空会社 11 社（航空機 100 機）を集め、SU にも目を

つけている。 そして、SU が、ロシア上空を通過する外国航空機から徴収している上

空通過料約 $300m の収入の政府勘定への移行を要求している。(FT.com, 12/28, 30/2008) 

 

（２）エアーアジア X、世界経済後退の最中に路線拡張 

AirAsia X が、世界経済後退最中にパイロットを雇用し、中国、インド、韓国、日本に

路線を拡張する。 3月 11日から開始する STN線 A330-300型機 週 5便は、既に 30,000

席が販売済みとなっている。 運賃は、2,000 リンギ（52,000 円）。 2009 年には NDH, 

Amritsar, Mumbai と北京に、2010 年には韓国と東京、北海道、九州への路線拡大を計画

する。 AirAsia X は、現在 A330-300 型機×3 機（内 1 機はリース）により、Gold Coast, 

Perth, Melbourne, 杭州に路線を展開し、今年には 362m リンギ（94 億円）の収入をあげ

ている。 そして 2013年までに 25機の A330-300型機を導入する。(channelnewsasia.com, 

12/28/2008) 

 

（３）大韓航空、ホノルル線供給増 

KE が、来年 3 月より SEL=HNL 線の供給を 週間 +581 席（+28%）拡大する。 韓国

は、11 月より米国査証免除適用国となった。(travelweekly.com, 12/29/2008) 

 

（４）エアーカナダ、GE からファイナンス 

AC が、General Electric Capital Corp.から $195m の航空機ファイナンスを受け取ること

となった。 この融資は、GE Commercial Aviation Services からの B777-300ER のセル&

リースバックの合意が条件となっている。 AC は、今月初め Calyon New York Branch

と Norddeutsche Landesbank Girozentrale から $78m のローンを獲得した。 AC の 75%

のオーナーである ACE Aviation Holdings（2004 年に AC が破産法保護から離脱した時点
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で創立された AC 持株会社）は、2 月の株主総会で清算を決議する。(travelweekly.com, 

12/29/2008) 

 

（５）米航空会社、信用市場収縮にも拘わらず資金調達 

世界的な信用市場収縮にも拘わらず、米航空会社が資金調達に成功している。 彼等は、

増資、航空機のセル＆リースバック、資産のリファイナンス、担保貸付市場からの負債

などの手段の他、取引のあるベンダー、サプライヤー、ビジネス提携者達から資金を調

達している。 燃油費の大幅な値下げが、燃油ヘッジ損を増加させているけれども、航

空会社のコストプッシュ要因を減少させ、米航空会社に対する融資を少しは容易にして

いる。 しかし、2009 年には大手 7 社全体で $4.4bn、2010 年には $6bn の負債の満期

が控えているので、航空会社は一層の流動性の強化に努力する必要がある。 世界の航

空会社は、航空機の発注のためのファイナンスに苦しんでいるけれども、米国の航空会

社は発注機数が少なく このための大きな資金需要は発生していない。 以下が各社の

状況だ。 

 資金調達の概要 備 考 

DL 
Sky-Miles コーブランド・カード発行で AmEx

から$2bn（内 $1bn は 2010） 

AmEx は、DL+NW 合併コーブ

ランド・カード発行権獲得 

WN 
航空機×10 機 S&B で $350m 

航空機を担保にした私募債 $400m 

 

私募債年利 10.5% 

AA 

増資、航空機の S&B、リボールビング・クレ

ジットライン、金融子会社売却で $2bn 

ターボプロプ機×39 機の S&B で $200m 

年内にヘッジ担保 $550m 積み

増し 

UA 
 ヘッジ損▲ $519m の発生で 

$900m の追証 

US 
マイレッジ販売で Barclays PLC から$200m 

エアバス社からの $200m を含む 合計$750m 

 

(wsj.com, 12/30/2008) 

 

（６）中国東方航空、追加政府補助金 40 億元受領 

中国東方航空が、先の 30 億元に加えて 更に 40 億元の政府補助金を受領した。 東方

航空は、第 3 四半期に▲23.3 億元の欠損を計上している。 この補助金の支給により、

かねてより噂されている上海航空との合併が早まるという見方と、合併は当面実施され

ないという見方の 2 つが存在する。 上海航空も、政府に対して 30 億元の補助金を申

請している。 一方、南方航空も 30 億元の補助金を受領している他、国際航空が最大

100 億元の補助金を受け取る模様である。 国営の海南航空は、5 億元の補助金を受領

している。 アナリストの間には、中国の航空業界の再編が近いのではないかという憶
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測が流れている。 中国では、民間の小規模な新興航空会社や地方政府のリジョナル航

空会社を含めて、少なくとも 23 の航空会社が存在する。 今年、3 大航空会社は▲100

億元の欠損を計上すると見られている。(wsj.com, 12/30/2008) (FT.com, 12/30/2008) 

 

（７）エアバス、2008 年に A380 型機×12 機納入 

エアバスは、2008 年に目標であった 12 機の A380 型機納入を実現した。 2007 年 10

月 15 日に初号機を SQ に納入して以来、これで 13 機の A380 型機を納入したことにな

る。 航空会社別保有機数は、SQ×6 機、QF×3 機、Emirates×4 機。 A380 型機は、

現在 16 企業から 198 機が受注されている。(wsj.com, 12/30/2008) 

 

（８）航空需要減少 11 月実績 

11 月の航空需要の実績が、更に低下した。 貨物需要は、2001 年以来最悪のボリュー

ムを記録した。 IATA によれば、国際航空旅客需要は、9 月の▲2.9%、10 月の▲1.3%

に続き 前年同期比▲4.6%減少した。 航空貨物は、世界貿易の急速な減少を反映して

▲13.5%も低下した。 搭乗率は、▲3%ポイント低下して 72.7%となった。 

地域別には、貨客共にアジアが最悪で、旅客▲9.7%、貨物▲16.9%となった。 北米の

旅客は▲4.8%、欧州は▲3.4%であった。(wsj.com, 12/30/2008) (IATA Press Release, 

12/30/2008) 
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（９）ニュージーランド航空バイオ燃料試験 

NZ が、B747-400 型機で jatropha 油（通常燃油と 50:50 のブレンド）を使った初めての

試験飛行を行った。 jatropha は、大豆やトウモロコシなどの穀物を使用したバイオ燃

料と違って砂地や塩分を含んだ不毛の土地でも栽培できる植物で、その種子は 30%〜

40%の油を含んでいる。 試験に使用された jatropha は、マラウイ、モザンビーク、タ

ンザニアで栽培された。 2 月には VS が、ココナツと babassu 種油を 20%ブレンドし

た油を使用した世界初のバイオ燃料の実機試験飛行を実施している。 来月には CO

（jatropha と algae のブレンド油）と JL（camelina oil seed）が同様の試験飛行を実施す

る。(nytimes.com, 12/31/2008) 

 

（10）AF/KL、アリタリア提携合意か 

イタリアの Ansa ニュース エージェンシーは、12 月 31 日、1 月 10 日頃に AF/KLM と

AZ 間の提携が合意されるだろうと報じた。 この報道によると、AF/KLM は AZ 株 25%

を €250mで買収する。 新生AZは、1月13日より営業を開始する。(channelnewsasia.com, 

12/31/2008) 

 

（11）フィンエアー、供給▲1/3 削減 

Finnair CEO Jukka Hienonen は、世界的な需要の減少で、最悪の場合は供給の 1/3 を削減

しなければならなくなると語った。(channelnewsasia.com, 1/03/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）ハッチソン、AMS 港コンテナ ターミナルに進出 

世界最大のコンテナ ターミナル運営業者 Hutchison Port Holding が、AMS 唯一のターミ

ナルである Ceres Paragon ターミナル株の一部を取得する。 この株式は、日本郵船が

保有する株式の一部で、日本郵船はこの見返りに HPH が保有する RTM の European 

Container Terminal の少数株式を受け取る。 HPH は、この株式交換で、RTM と AMS

の 2 つのコンテナ港を押さえることになる。 北欧州の最重要コンテナ港の競争環境が、

これでガラッと変わるだろう。(FT.com, 12/27/2008) 



情報 356 平成 21 年 1 月 5 日 - 9 - TD 勉強会 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）アルストム、中国の鉄道車両輸出を攻撃 

世界第 2 位の鉄道車両メーカーの Alstom Transport（仏 PAR）（TGV メーカー）が、中

国の鉄道車両輸出に対して市場を開放するべきではないと言っている。 中国は、海外

から車両を輸入し技術を学んだ後に、次第に国内市場から外国メーカーを閉め出してい

ると言うのだ。 中国は、北京＝上海間の高速鉄道車両の入札を国産車両に限定してい

る。 そして、Alstom や Bombardier Transportation（加、世界第 1 位）や Siemens（独、

世界第 3 位）の牙城である欧州市場への参入を狙っている。 既に英国の小規模の商談

入札に成功している他、貨物車両や地下鉄プロジェクトに入札している。 中国の輸出

車両に使用されているテクノロジーの幾つかは、外国から得た中国国内のみに使用を限

定されている技術が使われていると Alstom は非難している。(FT.com, 1/01/2009) 

 

（２）オリエントエクスプレス、マチュピチュ免許失効か？ 

・ 豪華ホテルと鉄道運営業者の Orient Express は、

1999 年から現地の提携者と共にラテンアメリカ

の主要なツーリスティック目的地の全ての鉄道

を支配している。 

・ Orient Express は 、 Ferrocarril Transandino

（Fetransa）と PeruRail を通じてマチュピチュの

鉄道の営業権を得ている。 

・ ペルーの公共輸送当局 Ositran は、Orient Express の営業権の 5 年延長申請を拒否し

た。 そして、2005 年の Sea Containers から Orient Express への Fetransa 株譲渡の違法

性についての審査を開始した。 譲渡の違法性が明らかにされれば、契約自体が失効

してしまう。（Orient Express は、Sea Containers の元子会社でもある。 Sea Containers

の創業者兼会長の James Sherwood は、Orient Express の創業者兼役員。 

・ マチュピチュへの交通路は、3 時間半による鉄道のみのために、この鉄道が世界で

最も儲かる観光鉄道の 1 つとなっている。 Orient Express の独占が批判されている。 

(FT.com, 12/29/2008) 
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 ホテル & リゾート  

 

（１）ロサンジェルスで豪華ホテル開業 

LAX で、豪華ホテル SLS（60 スイート）がオープンした。 多くのセレブを集めて 

$700,000 をかけたオープニング セレモニーが開催された。 しかし、ハイエンドのホ

テルのオキュパンシーは 74%から 61%に低下し、RevPARは殆ど▲20%も下落している。

（Smith Travel Research 調べ） 今月初めには PKF Hospitality Research は、米国のホテ

ル業界の歴史の中で、この業界が最悪最長の景気後退期に突入していると言っている。 

SLS の開業は、まさにタイミングの悪い時期と一致してしまった。 

多くの LAX の豪華ホテルが、値引きを開始している。 Montage は、1 月のデラックス

室 1 泊を $395 に▲$200 値引きしている。 新装開店した SLS は、2 泊目を▲50%引き

にして スパやレストランを▲$50 割引にしている。 

豪華ホテルの生き残りには、ハリウッドのレッドカーペット・イベントの獲得にかかっ

ている。 ビバリーヒルズのホテルの老舗は、1 月と 2 月はハリウッドの授賞式の予約

で埋まっている。 Beverly Hills Four Seasons は、向こう 2 ヶ月間の収入の 70%はハリ

ウッド行事からの収入だと言っている。 

SLS は、最近開業した豪華ホテルとの厳しい競争に

も直面する。 Thompson Beverly Hills（107 室ブテ

ィックホテル）は今年初めに、London は West 

Hollywood で昨春に、Montage は名高い Beverly Hills 

90210 のジップコードで先月に それぞれ開業した。 

SLS のオーナーの Sam Nazarian は、彼等のファミリ

ーとその他の投資家達と一緒に、ホテルを買収し、

それを豪華ホテルに改修するのに$230m をかけた。 

運営は Starwood Hotels & Resorts Worldwideに委託し

ている。 景気後退時期だからこそ、顧客はますま

す品質を求めていると、彼は強気の姿勢を崩してい

ない。(wsj.com, 12/31/2008) 

SLS owner Sam Nazarian, right, with L.A. 

Mayor Antonio Villaraigosa. 
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（２）禁煙カジノ浸透せず 

米国でカジノが運営されている 23 州の内では、8 州しかカジノの全面禁煙に踏み切っ

ていない。 カジノ運営業者が、禁煙による顧客の減少を恐れているからだ。 ネバダ

州では、公共施設の全面禁煙を実施しているカルフォルニア州からの顧客獲得を狙って

いる、タッタ 2 つのカジノしか全面禁煙を実施していない。 ネバダ大学の調査による

と、カジノにおける喫煙者は全顧客の 21%で全米平均と同率というけれども、運営業者

達は自分から率先して禁煙にすることを回避している。(nytimes.com, 12/27/2008) 

 

 

 

 

 

 

（３）スターウッド株価急騰 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.の株価が 1 月 2

日 +16%上昇し 1株 $20.80 を付けた。 同社の株価は、

昨年▲58%下落している。 

株価の急上昇の理由は、不動産投資の大物 Samuel Zell

が率いる Equity Group Investment LLC.が、W, Sheraton, St. 

Regis のブランドを抱える Starwood と秘密保持契約を締

結したためである。 EGI は、既に Starwood（時価総額 

$3.8bn）の 8.1%を保有する最大株主だ。 秘密保持契約

の締結で、EGI の持株増加 あるいは 最終的には支配株

の取得にまで繋がる可能性があるかも知れない。 この

思惑が株価を高騰させたと言う訳だ。 

Zell は、2007 年に $23bn で Equity Office Properties Trust

を売却後、$8.2bn により Tribune Co.を買収したが、広告

収入の減少でこの有名紙は 先月チャプター11 を申請し

ている。(wsj.com, 1/02/2009) 

 



情報 356 平成 21 年 1 月 5 日 - 12 - TD 勉強会 

 

（４）歴史的グリーンブライアー、身売りか？ 

230 年の歴史を誇るウエストバージニアの著名なリゾート Greenbrier が売却されるかも

知れない。 所有者の米第 3 位鉄道会社 CSX Corp.が、この資産をどうするかについて

助言を得るために Goldman Sachs を雇い入れた。 このリゾートの地下の巨大な貯蔵庫

は、一時は議員達の秘密核シェルターとされたことがある。 米大手企業や大物政治家

達の保養先となっている人気とは裏腹に、昨年には▲ $35m の欠損を計上し労使間の緊

張が継続し、ここ 1 年間は労働協定が締結されないまま運営が継続されている。 

オーナーの CSX は、景気後退により鉄道事業の急激な収支悪化

に直面している。 この鉄道会社では、経営権を巡ってヘッジ

ファンドとの間で委任状獲得合戦が繰り広げられ、12 人の取締

役の内 5 人が昨年入れ替わった。 売却されるとしても、現下

の経済状況では果たして良い買い手が見つかるだろうか？ 

1 つ良いニュースは、11 月に Greenbrier でカジノの運営が認め

られたことだ。 Greenbrier は、未だカジノを始めていないが、

ポーカーやブラックジャックのテーブル ゲームの開始を検討

している。(wsj.com, 1/03/2008) 

The resort had an emergency shelter 

for Congress during the Cold War. 

 

 

The front entrance of Greenbrier Resort in White Sulphur Springs, W. Va. 
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 その他  

 

（１）ウオール街、▲7 兆ドルの株式資産消滅 

2008 年に、米株式市場で、過去 6 年分に増加した 7 兆ドル（650 兆円）の資産が目減

りした。(nytimes.com, 12/31/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

集後記  

 

 

 

 

2000 年に 17,818,590 人のピークを迎えた以降、海外旅行需要が低迷している。 2008

年の出国旅客需要が、1,600 万人を割るかも知れないという予測が出されている。 特

に若い人達の需要が減少している。 
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NHK のグローバリゼーションを特集した新春 TV 特別番組でも、海外旅行よりも国内

旅行に出かける例を挙げて、若者が内向き思考になっていると指摘していた。 若者達

の思考や行動が消極的になっているというのだ。 

 

旅行業界では、海外旅行の減少の理由として、薄利多売の量ばかりを追い求め、顧客ニ

ーズにそった創造的な品質の良い旅行商品作りを怠って来たから、需要がそっぽを向い

てしまったのだと言われている。 最近の燃油サーチャージの問題も、悪い影響を及ぼ

しただろう。 

 

しかし、若者達に売れていないのは、何も旅行商品だけに限った話では無いらしい。 自

動車も、その他の耐久消費財も、この需要層には頗る売れていないそうだ。 彼等の消

費意欲が全般的に減少している。 

 

将来に不安を持つ人達が増加しているから少子化が進み、少子化になれば その物理的

な帰結として購買需要が減少する。 その上に、マインドの冷え込みが更に消費意欲を

減少させて、そして非正規雇用の増加に代表される格差社会の進行が（これは、グロー

バリゼーションが招いた結果でもあるが・・・）更に購買力を低下させている。 物が

売れないのは、若い人達だけに問題があるのではなく、彼等にそのような行動をとらせ

てしまっている環境に問題があるようだ。 

 

若者の海外渡航需要喚起には、業界努力も必要であるが、政治と行政が関与しなければ

ならないもっともっと大きな社会問題 （例えば道州制の導入などによる平成大改革）

がありそうだ・・・。 （H.U.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD 勉強会 情報 356 （以上） 

 

表紙： 
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版画 2 色 2 版 
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