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tnooz.com, 10/01/2012 

1. Imagine what Ryanair could do online if it REALLY cared about 
user experience and design 

ライアン航空のどぎついサイト  

 

Ryanair のサイトは、黄色と青の色で埋め尽くされたデザインで、使い勝手の良いナビ

ゲーションにも全く気が配られていない。	 搭乗券のプリントを忘れると、空港で余計

にチャージされてしまう。	 しばしば、予約するまでに 10 分も必要になる。	 この会

社の iPhone のアプリケーションのダウンロードには €2.99 が取られてしまう。	 この

サイトは、確かに低運賃を表示してくれるけれども、顧客から金をふんだくるために作

られているようだ。 

 
 

航空便の検索を開始すると、キャプチャのページとホワイトレーベルのホテル販売がポ

ップアップする。	 これが検索開始後の最初のページの 1画面とは、Ryanairのセンス

を疑いたい。 
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目的地までの航空便検索の実にひどい消費者無視のプロセスを経てから、本当の困難な

作業が開始する。	 余計な出費を押さえて次のようなページを通過するには、細心の注

意が必要だ。	 クリックを 1つ間違えば追加料金が徴収されてしまう。 

 

 
 

 

以下は、デザイナーの Philip Joyceのサイト変更案だ。	 オプトアウト方式が問題とな

った旅行保険販売のページも消費者に分かり安く親切に再設計されている。	 モバイル

の画面はシンプルだ。	 そして搭乗券は、Appleの新しい Passbookを利用している。	 勿

論 Ryanairは、これに見向きもしないだろう。 
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tnooz.com, 10/02/2012 

2. Why Priceline’s purchase of Booking.com was the most profitable 
travel deal of the 2000s 

プライスラインのブッキングドットコム買収  

 

Priceline Group（Priceline.comの親会社）は、2005年 7月に Booking.comを買収した。	 

それが 2003 年の利益 $10m を昨年 $1.1bn に 100 倍増加させる原動力となった。	 

Priceline は、$135m の現金で Booking.com を買収し、それ以前に現金 $165m で買収し

ていた ActiveHotels.com をそこに統合した。	 ホテル契約数は、10,000から 100,000以

上に増加した。	 それ以来、販売が大幅に増加した。	 2006年から 2010年の間の国際

販売の平均年増率は +68%となった。	 米国内販売のその間の年平均増率は +15%であ

る。	 国際市場の収入の構成比は、2007年の 55%から昨年 78%に拡大した。	 Priceline

の 10K財務資料によれば、連結営業利益の 80%を国際販売が占めている。	 Booking.com

は、絶えず利益とキャッシュフローの改善を Pricelineにもたらしている。	 株価は、2005

年 7月の買収以来累計で約 2,680%値を上げている。 

 

では、何故この Booking.comの買収がこんなに大成功をもたらしたのだろうか？	 アナ

リストは、「社名を Booking.com に変更しても良いくらいだ」、「買収した企業のおかげ

で数百億ドルの時価総額に成長した企業を見たことがない」と言っている。	 Fortune

マガジンの最近の Priceline のプロフィールは、2000 年代の旅行業界の最も成功したと

言われているこの買収をこう分析している。 

・	 欧州は、米国より休暇の旅行をする需要が多い。	 旅行期間と回数の両方で米国市

場を上回る。	 このことは、リピート顧客を獲得する確率が米国よりも大きいこと

を示している。 

・	 Booking.com のビジネスモデルは、欧州市場で広く実施されているエージェントモ

デルがほとんどだ。	 Priceline は、平均 15%のコミッションを支払っている。	 そ

して決済は、通常、顧客のホテルのチェックアウト時に行われている。 

・	 買収後、Priceline は米国流のマーチャントモデルへの変更の誘惑にかられたが、そ

うしなかった。	 そして、買収した企業の経営を尊重し親会社の介入を回避した 

・	 欧州では、強い販売力を持たない独立ホテルが多く存在している。	 米国のように

大手チェーンホテルが市場を席巻しているのとは異なっている。 
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Priceline自身は、こう言っている。 

・	 グループ企業間の市場の重複が余存在しない。	 今まで買収した主要企業 4社、欧

州の Booking.com、アジアの Agoda.com、レンタカーの Rentalcars.com（旧 TravelJigsaw）

の主戦場が異なっているのだ。 

・	 ホテルが好むビジネスモデルを採用している。 

・	 複雑なテクノロジーの統合を回避した。	 全てのグループ企業を Pricelineのプラッ

トフォームには統合しなかった。（買収後の大きな追加 IT投資の発生を回避した） 

・	 買収した企業の経営陣の運営方法を尊重した。 

・	 彼らのコスト管理に対する考え方が Pricelineの方針と一致した。 

 

2010年代の旅行業界の大型買収はどうなるのだろうか？	 1つの可能性は、Pricelineが

8 月に提携した中国最大手 OTA の 1 社である Ctrip.com の買収だ。	 Bookimg.com は、

コミッションのモデルで Ctrip に海外のホテル予約プラットフォームの提供を開始して

いる。	 ライバルの Expediaは、既に中国最大手のもう 1社の eLONGに投資している。	 

Expediaは、先週、提携関係を拡大するために eLONGに対して $7mと収入分配協定に

基づく 2015 年までの追加支払いを伴った新たな契約を締結した。（Expedia が eLONG

の 56%を、中国テンセント QQが 16%を保有している）	 ■ 

 

 

【関連ニュース】 

Could Booking.com be a good parent to the new .hotels domain extension? 

ICANN*は今後数週間内に、.HOTELSのトップレベルドメイン（TDL）を Booking.com

に付与する模様である。	 .HOTELS を申請したのは Booking.com 1 社にみであっ

た。	 .HOTELを申請したのは、ラ米の OTA despegarを含めて数社が存在する。 

ICANN＝Internet Corporation for Assigned Names and Numbers                          

インターネット上で利用されるアドレス資源（IPアドレス、ドメイン名、ポート番号な

ど）の標準化や割り当てを行う組織）https://www.google.co.jp                        

 

Booking.com が、.HOTELS のドメイン（gTLD）を何時どのように配分するかの管理権

を獲得してしまったら、業界に対する影響は大きい。	 .HOTELのドメインを使用した

いホテルは、Booking.comにそのドメイン使用を申請しなければならなくなる。	 世界

100ヶ国の 25,000のホテルを代表する Hotel Consumer Protection Coalitionは、.HOTELS

と.HOTELのドメインの付与に反対している。	 Googleも、.FLY, .CAR, .SHOPのドメ

インの獲得を目指している。(tnooz.com, 10/03/2012) 
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tnooz.com, 10/03/2012 

3. Turn out, social media is a pain in the ass for destination 

目的地のソーシャルメディア戦略  

 

苛立たしいばかりでは無いかもしれないが、多分偉大なる混乱が存在する。	 ROI、影

響力、Pinterest、ファン、フォロワー、友達、それから一体何があるのだろうか？	 無

料のプロモーション、容易なコミュニケーション、巨大な消費者の支援者達、などの良

いこと尽くめは計画通りの成果を上げていない。	 勿論、誰もこうなるとは指摘してい

なかった。	 そんなことに頓着せず、観光目的地はソーシャルとの関連性を高めるため

に戦っている。	 その他のソーシャルネットワーキングを拡大するのと同様に、より多

くのファンを獲得するのは難しい。	 「これが無料だって!?!?!?」、と言っている人たち

が存在することを知っている。 

 

戦略は何なのか？	 次の一手は何なのか？	 集めたファンを使って何をするべきなの

か？	 その解を求めてみよう。 

 

Sign-up and spit out 

一般的なソーシャル戦術は次のようなものである。	 ①ソーシャルネットワークに参加

し、②集団を編成し、③マーケティングメッセージを発信し、④この一連の動作を繰り

返す。	 しかしながら、多くの人たちが発見しているように、この方式ではスケールの

拡大ができないどころかその利用すら困難である。	 ソーシャルメディアによって販売

を補完すると言う良く唱えられている考えは、実践が困難なのだ。	 創造的ニュースル

ーム（creative newsroom）と、影響力を持つ人たちによる販売（influencer marketing）の

2つのトレンドが、ソーシャルメディアに対する基本的な考えを変化させつつある。	 こ

のトレンドは、多くの人たちが採用している基本的な sign-in and spit out（参加して素直

に言う）戦略に勝るものだ。 

 

創造的ニュースルーム（creative newsroom）  

創造的ニュースルームは、時間に制約された、ブランド（販売する商品ないし企業）に

関連した、大量のコンテンツの作成と、そのコンテンツのソーシャルチャネルへの配信

を意味する。	 トレンドに注意し、最も“口コミされている”コンテンツ（やれやれ）

を特定し、そして Facebook Promoted Postsのごとくの有料広告（paid placement）によっ

て一層 販売促進することである。 
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創造的ニュースルームの考えは単純である。	 人々は、リアルタイムのコンテンツを欲

しているのだ。	 自身のブランドや、目的地や、都市について、誰もリアルタイムのコ

ンテンツを作っていないのであれば、自らこれを作成する必要がある。 

 

ソーシャルメディアの実習生からの大きな飛躍だ。	 従って DMO（destination marketing 

organization＝目的地組織＝目的地観光局や観光案内所など）の挑戦は、コンテンツの所

有と頻度（ownership and frequency）となる。	 明快な特定プロダクト（商品）の所有な

しには、どんなコンテンツをどのようなサイクルでもって作ったら良いのかが分からな

くなってしまう。	 これは、既に目的地のソーシャル戦略の共通した問題となっている。 

頻度（frequency）は、もう 1つの問題だ。	 有名な大きな観光地でさえ、ソーシャルメ

ディアのニュースルームを維持するための興味深いコンテンツ作りに苦労している。	 

創造的ニュースルームはオプションである。	 しかしツーリズムのバーティカルにとっ

ては、その実行は簡単ではない。 

 

影響力を持つ人たちによる販売（ influencer marketing）  

これは、かなり簡明かつ直截的だ。	 主題となる問題（例えば旅行、食事など）に影響

力を有している人たちをソーシャルメディア上で探し出して彼らに目的地を訪問させ

るのだ。	 そして、目的地についてツイートしたり、インスタグラムで写真を貼ったり、

ブログを書いたりしてもらう。	 彼らに対する報酬はオプションだ。	 ソーシャル FAM

トリップ、blogger hoedown、consumer conveneなどと呼ばれているものと同じ考えだ。	 

目的地は、最早コンテンツを作る必要がなくなる。	 影響力を持っている人たちに目的

地を紹介してもらえば済むことになる。 

 

そうなると、DMOが Facebookや Twitterや Pintrestにアカウントを保有する必要がなく

なる。	 最早ポスティングしないのだから所有の問題も存在しなくなる。	 訪問者がソ

ーシャルであれば良く、目的地はソーシャルになる必要がなくなる。 

 

顧客エクスペリエンス（customer experience）  

DMOにとっての革新的なもう 1つのオプションとトレンドが存在する。	 顧客エクス

ペリエンスへの注力だ。	 ここで明らかにしておく問題がある。	 それは、DMOが直

接顧客を所有していないと言うことだ。	 企業が顧客との関係を有している。	 ここで

も所有（ownership）の問題が発生する。	 DMOが、所有していない顧客に対して、所

有していないプロダクトについて発信するほど難しいことはない。	 しかし DMOが、

ソーシャルメディアの使い方などではなくて顧客エクスペリエンスに関する教育とト

レーニングを、それを喉から手が出るほど欲しがっている地元のオペレーターたちに提

供したたどうなるのだろうか。 
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ほとんどの DMOにとっては、ソーシャル ライフサイクルにおける DMOの立ち位置

はマーケティングではなくて教育なのだと言うことを理解するのは簡単でない。 

DMOのトレーニング、教育、サポートを通じて、顧客との関係を有している地元の企

業がその目的地のベストを代表するということになる。	 DMOの直接のソーシャル コ

ミュニケーションの必要はなくなる。 

 

選択（Choices）  

ソーシャルメディアの次の一手について述べて来た。	 そろそろ結論を出す時だ。 

ソーシャルメディアに集中するのか？	 そうであれば創造的ニュースルームを立ち上

げろ。	 ソーシャルメディア エージェンシーと契約し、より多くのスタッフを雇用し、

守備範囲の拡大や縮小を自分の流儀で考えたら良い。 

 

それともソーシャルとは縁を切って、地元の企業をトレーニングし、教育し、サポート

するのか。	 家電大手の BestBuyではなくて、同社の修繕部門の Geek Squadとなるの

か。 

 

或は、マーケティングでは無くて顧客エクスペリエンスに焦点を当てて、自身の目的地

について地元の企業経由でソーシャルの会話を広めるのか。	 ソーシャルかサポートか

のチョイスを目的地は迫られている。	 革新は待ってくれない。	 ■ 

 

 

 

 

tnooz.com, 10/05/2012 

4. Stop talking and now do something about it – SoLoMo is a 
commercial win-win-win for travel 

SoLoMo（ソーシャル、ローカル、モバイル）の勧め  

 

SoLoMoは、Social+Local+Mobileを連結した新しい言葉である。	 一般的には、ソーシ

ャルネットワーキングとロケーションのデータを結合するモバイル電話アプリケーシ

ョンの形態をとる。	 モバイルのチャネルは、消費者に販売しサービスを提供するため

の以下の 3つの特徴だった機会を提供する。 

 

・	 予約とその他のグループ／イベントのセールスリードの創出に焦点を当てた、モバ
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イルWebサイトを含むモバイルのマーケティングと流通 

・	 ジオフェンシング（geo-fencing）とロケーションアウェア（location-aware）経由の

地図や道案内ロケーションベースのモバイルサービス、あるいはホテルに於ける宿

泊中のゲストに対するサービス／アメニティーのアップセリングとチェックイン 

・	 モバイル CRM と顧客サービス：ホテルに於けるリアルタイムの顧客サービス問題

の解決 

 

バケーションのサプライヤーは、目的地やWEBサイトのマーケティングや商品の価値

のある提案では良い仕事をしているが、旅行に出発した以降の顧客に対する販売を忘れ

ている。	 顧客が旅行に出発した以降であっても、その顧客が何処で何泊しているのか

を知っているのだから、旅行期間中の販売チャンスを逃がす手はない。	 全ての検索の

20%がローカル情報の取得に向けられている。	 その内の多くは、ますますスマホ経由

によるリアルタイムの検索となっている。	 そしてスマホで検索された 70%は 1時間以

内のアクションに結びついている。	 1時間以内だ！	 この商機を逃す手は無い。	 顧

客の携帯電話の GPS 機能を利用して、顧客が必要としている時に彼らが求めている商

品やサービスを販売することが可能なのだ。	 このロケーションベースのプロモーショ

ンこそが、SoLoMoの力だ。	 顧客も、これらのサービスに対するインスタントなレビ

ューの投稿が可能である。	 そして自身の旅程に関係する他人のレビューをチェックし

て、現在居る場所で、誰が、何処が、最高のランキングであるかを知ることも可能だ。 

 

即ち、全ての参加者の win-winの関係が成立する。 

・	 地元（ローカル）のサプライヤーは、送られて来た顧客により恩恵を受ける 

・	 旅行者は、自分に最も相応しい商品を即座に購入することができる 

・	 旅行サプライヤーは、顧客と接する期間を延長し新たな収入源を得ることができる 

 

マーケターは、ソーシャルメディアとローカルマーケティングとモバイルマーケティン

グに焦点を当てて、よりパーソナライズされた より関連づけられたコンテンツを顧客

に送り込み、今までとは異なる方法で顧客あるいは潜在顧客と関係を持つことができる

のだ。	 GPSテクノロジーのおかげで、旅行中の顧客にさえ容易なインスタントな販売

が可能になっている。	 まさにこの分野が、両業界全体の成長の梃となるだろう。	 ■ 

  



情報 554平成 24年 10月 08日 - 11 - TD勉強会 

5. 其の他のニュース  

 

 旅行流通・TD  
 

【法人旅行ニュース】  

（１）アブカイ、モバイルで領収書スキャン  

決済企業の Abukaiと Insperity Expense Managementが、領収書データのモバイル読み込

みで協力している。	 Abukai のユーザは、スキャン技術を利用したスマホのカメラで

領収書を撮影し、それを Insperity ExpensAble Corporateの支払いリストに自動的に格納

する。(businesstravel.com, 10/02/2012) 

 

（２）トラベルリーダー、法人ツール開発  

Travel Leaders Franchise Groupが、顧客法人旅行ポリシー（出張規程）評価「process」

を法人旅行会社会員向けに提供する。	 このカスタマイズ可能な新自動化システムは、

顧 客 の 法 人 旅 行 ポ リ シ ー の 分 析 と ベ ン チ マ ー キ ン グ を 可 能 に す る 。

(businesstravelnews.com, 10/04/2012) 

 

 

【GDS関連ニュース】  

（１）GDSニュース	 10月 1日〜4日  

10月 1日 Etihadと Sabreが最新テクノロジー契約を締結した。	 旅客の予約ツールの中

に組込まれてネットワークマネジャー ソフトウエアをカバーし、スケジュー

ルの調整とハブに於ける接続を改善する。 

10月 2日 Amadeusが、Amadeus Ancillary Servicesツールを使って AirBerlinの付帯サー

ビス運賃の販売を開始する。 

10月 3日 QFと Sabreが、事前座席予約を含むフルコンテンツの長期契約を更新した。 

10月 4日 Sabreが、ラ米の Copa Airlinesとフルコンテンツ契約を延長した。	 Sabre使

用旅行会社は、GetThereと BizSiteを含む Sabreのフルコンテンツへのアクセ

スが可能。 

(tnooz.com, 10/04/2012) 

 

 

【その他の旅行流通ニュース】  

（１）グーグルがモバイルのバーチャル旅行ガイド開発  

Google が、目的地で友人や専門家の口コミのアクティビティーのアドバイスを得るこ
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とができる Schemer に続いて、 ますますモバイル旅行アプリの分野を開拓している。	 

今度は Androidの FieldTripアプリを北米市場でリリースした。	 モバイルのユーザの地

理的位置を確認して、その地の旅行ガイドをモバイルに自動的にポップアップさせる。	 

観光資源は Arcadia, Atlas Obscura, Daily Secret、食事関係は Thrillist, Food Network、Zagat, 

Eater、注目すべき商品と場所は CoolHunting, Remodelista、地方音楽は Songkick, Flavorpill

などの評判高い編集者と提携して、Google は当初から詳細な目的地情報のデータベー

スを保有している。	 情報の分野は、建築、史跡と行事、ライフスタイル、オファーと

特別販売、飲食と Fun、映画ロケーション、アウトドア芸術、人目の目立たない場所と

インテレスト、と多岐に亘っている。	 注目するべき機能としては以下が存在する。 

・	 Google Offersとの完全統合 

・	 自動音声認識 

・	 ロケーションに特化したコンテンツを表示させるためのローカルフィードの作成 

・	 likesと dislikesに基づく知的アルゴリズム 

・	 Facebook, Twitter（Google+だけではない）を含むソーシャルの場所でのエクスペリ

エンスのシェアリング 

Googleは、昨年レストランガイドの Zagatを、そして今年初めガイドブックの Frommers

を買収した。	 Google が、着々と旅行の分野における事業の展開を拡大している。	 

Google の究極的試みは、旅行エコシステムの中間に位置して検索から予約を経てシェ

アリングに至るまでの全ての段階で広告を獲得することを目的としている。	 旅行市場

へ参入を計画している新興企業は、Googleに対抗するためには Googleの旅行分野に於

ける広告事業モデルを核とした活動に限定している弱みにつけ込んで、ユーザの立場に

立って彼ら等の旅行エクスペリエンスを支援するコンテンツを作らなければならない

ようだ。(tnooz.com, 9/27/2012) 

 

（２）米ツアオペレーター2013年欧州ツアー価格値下げ  

米ツアオペが、2013年の欧州ツアーの価格を▲2%〜▲18%の間で値下げしている。	 昨

年  €1＝$1.40 が先週では  €1=$1.29 になっているドル高ユーロ安がその原因だ。	 

Trafalgar は▲8%〜▲9%、Globus は▲2%〜▲5%値下げしている。	 ギリシャ、スペイ

ンやイギリスではホテルの在庫が増加している。	 イギリスは、オリンピック後の需要

確保に懸命だ。	 しかし、パリでは BRICs からの旅行者の増加のためにホテルの予約

がタイトだ。(travelweekly.com, 10/01/2012) 

 

（３）ウイキトラベル協力者、インタネットブランドに反訴  

• Internet Brandsは、世界オンライン旅行ガイドブックWikitravelを運営している。 

• Wikitravelは、任意の協力者による UGC（user generated contents）を掲載している。 

• Wikitravelの 2人の UGC協力者が、他の協力者達にWikimedia Foundationの新たな
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プラットフォームへの移行を呼びかけている。 

• 長い期間と多くの資金を注ぎ込んで育てて来た Wikitravel が盗られてしまうこと

を恐れた Internet Brandsは、この 2人を訴えた。 

• 訴えられた 2人の 1人 Ryan Holidayが、Internet Brandsに対して反 SLAPP訴訟を

開始した。	 Holidayは言論の自由を主張している。 

• LAX地裁の聴取が 11月 5日に予定されている。 

• 一方、独の Wikivoyage は、Wikimedia の新プラットフォームへの移行準備を整え

た。	 Wikisherpaも移行することを検討している。 

(tnooze.com, 10/01/2012) 

 

スラップ（英: SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation、威圧的、恫喝的訴訟、

直訳では「対公共関係戦略的法務」）は、訴訟の形態の一つで、公の場での発言や政府・

自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政

府などの優越者が恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす

訴訟である。                                                                  

経済的に力のある団体が原告となり、対抗勢力を被告として恫喝的に行うことが多い。

被告となった反対勢力は法廷準備費用・時間的拘束等の負担を強いられるため、仮に原

告が敗訴しても、主目的となるいやがらせは達成されることになる。そのため、原告よ

りも経済的に力の劣る個人が標的にされやすい。表現の自由を揺るがす行為として欧米

を中心に問題化しており、スラップを禁じる法律を制定した自治体もある。日本でも近

年企業と個人ジャーナリストの間でこの形態の訴訟が見られ、この概念を浸透させる動

きが見られているが、日本の用語としては定着していない。http://ja.wikipedia.org/wiki   

 

（４）エクスペディアのエージェントモデル、ホテルにコスト高を強いる  

Expedia が、ホテル料金を顧客がチェックアウト時に清算することができるエージェン

トモデル（Traveler Preference Program）を、マーチャントモデルと併用して採用するこ

とにした。	 20億ドルのホテル資産を管理している Hotel Asset Value Enhancementの先

週の報告書は、このプログラムによってホテルの営業利益が、クレジットカード手数料

の負担増で▲$20m 減少すると言っている。	 それに加えてブランドホテルのオーナー

にとっては、客室仕入れネット価格に基づいて支払っていたロイヤルティーが、コミッ

ションを含んだグロス価格による支払いに変更される結果、ロイヤルティーの支払いが

増加することになる。	 そのため、ホテルの資産価値が、▲$500m低下するとこの報告

書は述べている。	 ホテルは、OTA による販売コストが収入比 25%に達しているのに

対して、GDS経由の旅行会社販売は 10%と少ないと言っている。	 Expediaは、この報

告書は、チェックアウト時の支払い増加を過度に推定していると反論している。	 そし

て支払い手段の多様化により、顧客増ないし宿泊期間の増加による増収も有る筈だと言
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っている。	 PhoCusWright によれば、今年のホテルのグロス販売額は $114bn に上り、

その 15%が OTA 販売である。	 Expedia の OTA 販売シェアは 40%に達しているので、

ホテルに対する影響は大きい。(travelweekly.com, 10/02/201) 

 

（５）トリアド、ワンダーフライ買収	 継続してソーシャル拡大  

TripAdvisor が、旅行計画から予約そして実際の旅行のアクティビティーまでのパーソ

ナルな旅行を支援するトラベルサイト Wanderfly を買収した。	 Wanderfly は、先ずユ

ーザを Facebook に登録させソーシャルコミュニティーの中での旅行情報の交換を可能

にする仕組みだ。	 TripAdvisorは、Friend of Friendレビュー、レストランの Local Picks 

Facebook アプリケーションなど多くのソーシャルを自身のプラットフォームに統合し

ている。	 Wanderfly は、この買収によりソーシャル展開を次のレベルに上昇させる。

(techcrunch.com, 10/02/2012) 

 

（６）イージージェットが旅行計画支援ツール立ち上げ  

easyJetが、今週、Inspire Meと呼ばれる旅行計画支援ツールを立ち上げた。	 航空会社

が、出発と目的地と旅行日を入力して航空便検索から、目的地での活動を考慮した検索

方式を開発し多様化に動き始めている。	 40%の潜在的旅客は、何時何処に旅したら良

いのか考えあぐねているからだ。	 BAは、2010年にWorld Explorerのベータ版を立ち

上げてから、インスピレーション検索による旅行計画支援ツールの幾つかのモデルを試

験している。	 そして、今年始めには Holiday Finderを発表している。	 2009年後半に

は、Amadeusが同様のツール Amadeus Affinity Shopperを開発し、以来 LHがそれを利

用している。(tnooz.com, 10/02/2012) 

 

（７）アバロン、ミシシッピ河川クルーズ販売開始  

Avalon Waterways（スイス Lugano本社、Globusファミリーブランドの一部）が、American 

Queen Steamboat Co.と提携して Mississippi の河川クルーズを販売することとなった。	 

Avalon が、11〜12 泊の河川クルーズを $4,249〜$4,629 により 1 クルーズ当り 40 船客

を販売する。(travelweekly.com, 10/03/2012) 

 

（８）エアビーアンドビー、フォンデュ買収  

Airbnb が、Yelp タイプのソーシャルネットワークアプリ Fondu を買収した。	 Fondu

は一時、グルメのための Foursquareと呼ばれたことがある。 

Airbnb は、NYC でバケーションレンタルの参加者（レンター）が作成する都市ガイド

の試験を開始した。	 Airbnbの顧客にこの都市ガイド Local Listsを配る計画だ。	 Fondu

の買収も、この計画の一環か。(tnooz.com, 10/03/2012) 
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（９）米国インバウンド誘致戦略に欠けているもの  

米国が、初めて国レベルで米国訪問者を増加させるためのインバウンド誘致活動を開始

した。	 その成果は徐々に現れている。	 しかしこの誘致活動の戦略に欠けているのは、

ユニークかつ興味深いエクスペリエンスを提供する中小企業をプロモートするための

国家的プロダクト流通戦略だ。	 豪州では Australian Tourism Data Warehouse（ATWW）

とその流通ネットワーク Tourism Exchange Australia（TXA）が、2001年から豪州市場の

ための教育とテクノロジーと流通を	 旅行業界の中小企業に提供している。	 政府と商

業のパートナーシップにより設立された TXA の背景には、オンライン予約能力の特に

中小企業に対する提供支援の必要性の認識が政府に存在している。	 この流通目的のた

めに使用されている XML標準は、TXAのテクノロジー提携者である V3（VCubedと発

音する）によって開発されている。	 OpenTravel Allianceによる標準化のスキーマも取

り入れている。	 流通戦略とサプライヤーとの関係強化が欠落しているインバウンド誘

致長期戦略は、中途半端なものでしかない。	 米国では、州や都市の DMOや CVBが、

オンライン、紙媒体、その他のメディアで情報を発信して視聴者の獲得を競い合ってい

る。	 米国は、ATDWと TXAから学ぶべきことが多そうだ。(tnooz.com, 10/04/2012) 

 

 

 

 空	 運   
 

【共  通】  

（１）IATA 2012年業界利益見通し上方修正  

IATA が、2012 年の業界利益見通しを、運賃値上げが貢献したために、6 月の $3.0bn

から $4.1bn（利益率 0.6%）に上方修正した。	 しかし、この修正した利益見通しでも

2011年の $8.4bn（利益率 1.4%）の利益の半分以下となる。	 地域別では、欧州が▲$1.2bn

の欠損と予想されている。	 欧州ではプレミアム旅客が減少しイールドが低下している。	 

アジア太平洋地域は、地区別で最高の $2.3bn（前回の見通しでは $2.1bn）の利益を計

上するだろう。	 米国は $1.9bn（$1.4bn）の利益計上となるだろう。 

IATAは、2013年の利益見通しを $7.5bn（利益率 1.1%）と予想している。	 原油（Brent）

価格は、若干値上げしたバレル$105と予想している。	 経済成長率は GDP+2.5%として

いる。(FT.com, 10/01/2012) 

 

 

【米  州】  

 （１）ビネスクラスにライフラット座席装着  

米航空会社が、法人旅客の摘取り増のために、ビジネスクラスにライフラット座席を導
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入している。	 UA 航空は、150 機近くのフリートにライフラット（写真）を装着し、

来年更に 30機以上にも装着する。	 DL航空も、今年中に、国際線に使用する WBJの

半分以上にライフラットを導入する。	 US 航空は、大西洋路線の A330 型機の全フリ

ートにライフラット「Envoy Suite」を導入した。	 各社は、Yクラスにシートピッチが

数吋長いプレミアム Y 座席を導入し、ビジネスクラスに乗れなくなった法人旅行者の

獲得を目指している。 

コスト削減に必死の企業は、最近ビジネスクラス

の使用を制限している。	 快適な座席に加えて、

機内 Wi-Fi サービスが、法人旅行者に対する不可

欠のサービスになりつつある。	 全機にこのシス

テムを逸早く導入した Virgin Americaは、一定期

間に最低 $20,000 の航空運賃を購入した企業に対

して▲3%のキックバックを用意している。(USA 

Today, 9/28/2012) 

 

（２）ブラジル Gol航空、ボーイング機×60機注  

Gol Linhas Aereas Inteligentesが、ボーイング機×60機を更に発注した。	 Golは、南米

で最初の B737 MAXの受領者となる。	 GOLのフリートは、現在 150機編成で、その

内訳は B737-700及び-800が 124機（機齢 7.3年）と B737-300が 23機（機齢 20年）を

数える。(wsj.com, 10/01/2012) 

 

（３）エアーカナダ、子会社 LCC誕生  

ACの LCC子会社が来年 6月営業を開始する。	 ACは、子会社のツアオペレーターAir 

Canada Vacations を含むレジャー旅行会社にこの LCC を統合する計画だ。	 AC の

B767-300×2機と A319×2機の合計 4機により営業を開始し、最終的には B767×20機

と A319×30機の合計 50機編成に拡大する。(wsj.com, 10/02/2012) 

 

 

【欧州＆アフリカ】  

（１）イージージェット、利益見通しアップ  

easyJetが、9月に終了した年度の利益見通しを £280m~£300mから £310m~£320mに上

昇させた。	 ハイイールドの法人旅客の増加と景気後退による各企業の LCC 使いの増

加による増収がこの原因である。	 easyJetは、利益の 20%の初配当を実施するだろう。	 

同社は、年内か来年始めに新造機の発注再開するかどうかについて決断する。	 easyJet

は、現在 213 機のフリートを保有し、2017 年の 259 機までのオプションを保有してい

る。(FT.com, 10/03/2012) 
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【アジア＆中東】  

（１）カンタスが、陸運貨物会社を売却  

QFが、非中核事業の資産を売却している。	 陸運貨物会社 StarTrackの 50%を、この会

社のパートナーの Australia Postに A$413mで売却した。	 QFは、B787と A380の一部

の導入を取消し、機内食会社を売却し、3,000 人をレイオフし、Emirates との提携を開

始する。	 S&Pは、QFの格付けをジャンクステータスの 1段階上に低下させた。	 QF

の 6月 30日現在のキャッシュバランスは A$3.4bnで、過去 6ヶ月のキャッシュフロー

は A$206mのプラスとなっている。(wsj.com, 10/01/2012) 

 

 

 

 ホテル  & リゾート   
 

（１）マリオット第 3四半期決算  

Marriott Internationalの第 3四半期決算が、$143mの利益計上となった。	 昨年分社した

タイムシェア事業の収支を除くと、第 3 四半期の収入は +8%増収、利益は +40%の増

益となる。	 収入は+5%増の $2.73bnであった。	 北米の RevPARは +6.3%増加した。

(travelweekly.com, 10/03/2012) 

 

（２）米ホテルのリフラッグ増  

米国のホテルのブランド変更（reflag）が増加している。	 2011年の reflagが 2009年と

2010年のレベルよりも +35%増加して 2,436軒となった。	 リフラッグの理由は様々だ。	 

改修工事を回避しているために、ブランドが低品質となったホテルとの契約を取消した

ケースが reflagの中で最も多くのケースを占めている。	 全米のホテルはおよそ 50,000

軒存在するので reflagは約 5%に相当する。(travelweekly.com, 10/03/2012) 
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（３）ラキンタホテルの資産売却  

La Quintaが、保有している 46のホテルを売却する。	 同社は、親会社の Blackstone Group 

LPが La Quintaを売却する訳でもないし、多くのチェーンが採用しているアセットライ

トの経営戦略を採用した訳でもないと言っている。	 この売却は、単に所有を継続する

標準を下回ったホテルを売却してバランスシートを強化する目的だと言っている。	 売

却後に残った 777軒のホテルの平均築年数は 10年となる。(HNN.com, 10/05/2012) 

 

 

 

編集後記  
 

「日本オンライン旅行市場概観」発行  

 

フォーカスライト Japanが、「日本オンライン市場概観」を近日中に発売する。	 TD勉

強会（旅行流通速報）（www.e-tdb.com）もしくは（株）航空経営研究所（www.aviatn.com）

のホームページ他でオンライン販売する予定だ。（www.e-tdb.com には ID=travel、パス

ワード=innovationで閲覧できる）	 このレポートは、日本の旅行市場の包括的なオンラ

イン販売の現状を、図表をふんだんに使って初めて明らかにすることを目的としている。	 

この調査には、航空、宿泊施設、鉄道（新幹線）、レンタカー、バス、クルーズの 6 つ

の旅行関連サプライヤーと、彼らが提供する商品の販売を仲介する伝統的旅行会社と

OTA（オンライン旅行会社）が含まれる。 
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情報 554平成 24年 10月 08日 - 20 - TD勉強会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD勉強会 情報 554	 （以上） 

表紙：  

FEMININE Seven 

筆ペン、COPIC MULTILINER 

画用紙 F2 DRAWING BOOK 
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