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TD 海外事情 9 ⽉ 19 ⽇号 

 
「11. ⽀払いテック、航空会社の⼩売り機会最⼤化」が、航空会社はリテーリン
グの機会拡⼤化と販売コストの削減のために、⽀払い（決済）のイノベーションが必要だと
⾔っている。航空会社の三⼤販売コストは、代理店⼿数料、GDS フィー、クレジ
ットカード⼿数料だ。正確には“・・・だった”の過去形が正しい。2000 年にな
ってから、代理店に払っていたベースコミッションが全廃された。（ただし、イ
ンセンティブコミッションは別の話だ。） 
次にインターネットが普及するにつれて、まず⾃社サイト経由の直販を増やし、
それから NDC を開発して GDS フィーを現在削減中だ。これについてはまだ道
半ばで、このフィーが全廃されたわけではない。「6. アマデウス NDC、LH グ
ループを加え参加 20 航空会社に」がレポートする通り、GDS ⾃らが NDC コ
ンテンツアグリゲーターとなって、フィー獲得の権利を⼿放さないで死守して
いる。 
三番⽬のクレカ⼿数料のコストについては、⼿がつけられていない。クレジット
ーカード会社は、航空会社のマイレッジの⼤量購⼊者でもあるからだ。マイレッ
ジ購⼊の⼤お得意様のご機嫌を損ねるような、⼿数料カットなどできっこない
話なのだ。航空不況時には、マイレッジを担保に差し出して緊急融資までお願い
している。 
それでも McKinsey は、⽀払いテクノロジーを活⽤してこのコストを間接的に
削減し、合わせてリテーリングを強化することを提案する。これで少しはコスト
減が実現するかもしれないが、マイレッジを⼤量に買ってもらっている限りは、
抜本的なコストカットとはならないのではないだろうか。コスト削減よりも、リ
テーリング強化による増収の⽅が余程効果が⼤きいと思われる。 
（編集⼈） 
 
⽬次 
1. (TJ) ゲーミフィケーション、法⼈旅⾏環境対策に役⽴つか 閲覧第 4 位 
2. (TJ) Tiqets と Klook、在庫共有開始 
  (TJ) トラベルジャーナル 9⽉ 26⽇号を参照 
 
3. 連載⼩説「XYZ・コム」（第 11回） 
4. 旅⾏新時代のホテルテック 3 つの予測    閲覧第１位 
5. 新興企業の舞台：ブロックチェーンホテル検索 Pinktada 
6 アマデウス NDC、LH グループを加え参加 20 航空会社に 
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7. Q&A: Doug Lansky、グリーンウオッシング語る  閲覧第 2 位 
8. Phocuswright Conference 2022 
9. My Method: Stacyホテルの紙から DX 
10. ホテルの新属性マーケティング    閲覧第 5 位 
11. ⽀払いテック、航空会社の⼩売り機会最⼤化  閲覧第 3 位 
12. ウインダム、モバイルチップアプリ導⼊ 
13. 楽天インド、インドのシステム会社と提携 
14. Ixigo とアマデウス、新フィンテックと⽀払いオプション追加 
        閲覧第 5 位 
15. 9⽉ 12⽇の週の資⾦調達記事 
 
3. 連載⼩説「XYZ・コム」（第 11回） 
東京都千代⽥区神⽥神保町⼀帯は世界最⼤の古書店街である。古本の聖地とも
⾔われ、店の数は 130 軒、180 軒、少なくとも 400 軒と諸説ある。岩波書店、
⼩学館などの⼤⼿から中⼩に⾄る出版社、印刷所、新刊を扱う⼀般書店の他に、
明治⼤学、⽇本⼤学など⼤学、学術関係の施設もあり、これらが⼀体となって本
の街を形作っている。この地区内の古書店には都内の古書の約三分の⼀が集っ
ていると⾔われる。 
 
古書店の多くは、東⻄は駿河台下交差点から専⼤前交差点までの靖国通り沿い、
そこから南側で⼀筋に並⾏する神⽥すずらん通り沿い、そして神保町交差点か
ら JR⽔道橋駅東⼝まで南北に⾛る⽩⼭通り沿いにほとんどが集中する。それら
の多くは、通りの南側に即ち北向きに建っている。これは⽇光が当たって本が傷
むのを防ぐためである。靖国通り開通以前のメインストリートだった神保町す
ずらん通り沿いの古書店も、ほぼ北向きに⽴っている。三省堂書店もかつてはす
ずらん通り側が正⾯となっていた。三省堂（明治 14 年創業）は、1981 年に建て
た本社社屋が⽼朽化したため、今年（2022 年）8⽉に閉鎖して取り壊し、3 年後
の 2025 年に完成する新しいビルに建て替わる。古書店街の住所としては、神⽥
神保町と神⽥⼩川町、⻄神⽥等であり、JR 神⽥駅からは 1km ほど離れる。御
茶ノ⽔駅からの距離の倍以上だ。これは、ウィキペディアなどからの⼀部の抜粋
である。 
 
古本屋の店構えは独特だ。多くの店は、100 円から 500 円の均⼀本を並べたワ
ゴンの台が、店の前の歩道にまでせり出している。店の中に⼊れば独特の⾹りが
漂う。まさか商品の古書を⾷ってしまう紙⿂（シミ）を飼っているわけでもある
まい。それはインク、紙や装丁に⼊っている化合物の経年劣化によるもので、時
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間が経つと光や熱、湿気の影響を受けて、それらが破壊されて気化するためらし
い。 
 
店の独特をさらに強調するのが店の主⼈だ。古本屋の主⼈は、⼤抵、無愛想が多
い。陰気な店の奥の薄暗い帳場机で俯いて本を読んでいる。古本屋を営業してい
るくらいだから無類の本好きで、本が好きでたまらない⼈たちなのだ。古本の背
表紙を⾒ただけで本の価値を⼀瞬にして暗算できる。・・・と同様に、客の程度
を上⽬遣いの⼀瞥で⾒抜くすごい才能を有している。要するに、愛書家である⼀
定のレベル以上の客しか相⼿にしない。客の教養程度を即座に判定できるのだ。
教養とは、学問、知識などによって養われた品位であり、教育、勉学などによっ
て蓄えられた能⼒や⽂化に関する広い知識を指すそうだ。 
それを備えた⼈たちは、⾃然と⾃信に満ちた⽴ち居振る舞いをする。しかし中に
は謙虚さのかけらも持たないで、⽮鱈滅多らいかにも知識⼈でござるとばかり、
それをひけらかす嫌な輩も多い。⾼円寺の古本屋の主⼈で、1993 年に直⽊賞を
とった作家の出久根達郎（1944~）の「古本奇譚」（2009 年 12⽉）には、古本
屋は「本を知っている⼈だけが買えば良いと⾔う態度をとる」と⾃ら述懐する。 
独特の佇まい、閻魔様みたいな主⼈・・・、何か気後れしてしまって⼊りにくい。
それを知ってかしらでか、神⽥古書店連盟が発⾏する「JIMBOCHO古書店 MAP 
2022」には、表紙のトップに「先⼊観を捨てよ、書店へ⼊ろう」とわざわざ呼び
かける。「・・・捨てよ、」とは命令形だ。それはないだろう。そうではなくて、
「先⼊観を捨てて、書店へ⼊ろう」だろう。どうしても古本屋の好ましくない
DNA が残ってしまっている。 
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さてこの MAP には、古書店が 123 と新刊書店/取次店/出版社が 15 の合計 138
店が、⽂学、古典籍、歴史・・・美術・版画、趣味・芸術、サブカルチャーなど
11 のカテゴリーに分類されてリストされている。神保町の古本屋は、そこらの
とは違って、取り扱う書籍のジャンルを決めた専⾨店がほとんどだ。 
またリストの中には事務所営業のみで、店舗を構えていないのが 15ほど存在す
る。ネットで古書⽬録などの案内を掲載し、インターネット販売をしているのだ。
店でも⽬録を配っている所がある。H がしばしば尋ねる版画を取り扱う複数の
店でも配っている。それは、江⼾末期（19 世紀中頃）の浮世絵から現代までの
版画が掲載されていて⾄って重宝だ。出久根達郎の「古本奇譚」には、古書⽬録
に付ける解説は、本を知り尽くしている愛書家にとっては釈迦に説法、教授に授
業となるので迷惑千万となることがあるそうだ。しかし、美術や版画の⽬録書に
限っては、絵画の展覧会の図録カタログと同様で、作品のサムネイルを並べて作
者名に制作年と絵のサイズがあれば済む。それに加えて「⼩シミ、⼩シワ、⼩ヤ
ケ」などの絵の状態や版画の場合は版画技法などのほんの数⾏の情報が付けて
ある。 
 
先にも触れた通りウィキペディアには、「店の数は 130軒、180軒、少なくとも
400軒と諸説ある」と書かれているが、この古書店 MAP からはどうやら 130 店
ぐらいが正解のようだ。リストされている店の全てには順番に番号が振ってあ
る。⼭吹書房の背番号が 166 番で最⼤だ。けれども⽋番がかなり存在するので、
明らかに店の数が減少していることが分かる。どのくらいの期間がかかってい
るのかは分からないが、28 店（17%）が店を閉じてしまったと推定される。⼭
吹の背番号 166 から MAP掲載数 138 を引くと 28 となる。 
店が少なくなっている原因は、読書離れや活字離れが進み、本が読まれなくなっ
ているからだろうか。近年は、半分の⼈たちが 1 年間で 1 冊も本を読まないと
いう。新聞はまだしも、驚いたことに漫画も⾒られなくなっているらしい。動い
て喋ってくれるアニメ動画の⽅が、⼈気が⾼くなっているからのようだ。 
 
最近、“タイパ”なる新語が登場している。タイム・パーフォーマンスの短略語だ。
タイパ志向の⼈たちは、ユーチューブなどの動画を倍速で⾒る。とにかく何でも
かんでも、物事の早い迅速な結果を渇望する。映画やドラマであれば、早く結末
を知りたがる。だから倍速となる。これは、インターネット時代のなせる技なの
もしれない。クリック⼀つで欲しいものが⼿に⼊る時代なのだ。分からないこと
があればネット検索すれば良い。アットいう間にほとんどの答えを回答してく
れる。アマゾンプライムは、ネット購⼊した商品を即⽇配達する。GO タクシー
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は、スマホのアプリのクリック⼆つで、乗⾞希望地点に最速でズバリ配⾞する。
検索エンジンは検索結果表⽰のスピードを競う。その中で世界のほとんどの検
索市場を占有してしまうグーグルは、ユーザが求める情報の⾻⼦を検索結果画
⾯（SERP= Search Engine Result Page）脇に“強調スニペット”として表⽰す
る。その結果、それを⾒たユーザーが、表⽰されたコンテンツをクリックせずに、
そのまま SERP 画⾯から離脱してしまう“ゼロクリック検索”が増えているとい
う。 
 
“急がばタイパ”（？）で、特に若い⼈たちが堪え性をなくしてしまっている。H
は、タイパの社会現象を懸念しつつも、勤める XYZ・コム社でタイパの便利ビ
ジネス開発に励む⾃分に・・・、何とも⽭盾した割り切れない複雑な感情を抱き
始めている。ビッグデータ、マシンラーニング、AI（⼈⼯知能）、はたまたブロ
ックチェーンの分散型台帳など、最先端の IT テクノロジーが次々と開発されて
いる。 
1960 年代に予測された「半導体のトランジスタ集積率が 1.5 年〜2 年で 2倍に
なる」というムーアの法則が、それから 50 年以上経った今でもその拡⼤が⽌ま
らない。世界のデータ量は、2011 年に初めて 1 ゼタバイト（ゼタは 1 兆の 10
億倍、1023、垓）を突破し、今後 10 年にはその 1,000倍のヨタバイト（1024、
𥝱）の⼤台に達すると予測されている。ゼタとヨタとか珍紛漢紛この上ない。現
在でも多すぎると思われる情報量が、10 年後にはその⼀千倍になると⾔うのだ
から恐ろしい。この情報過多は確実に読書離れをどんどん更に引き起こすだろ
う。⼈々は本を読む暇を無くしているのだ。 
ネット社会に育ったデジタルネイティブは、ソーシャルネットワーキング（SNS）
に忙しい。2000 年代中頃からのスマホの普及により SNS は世界で⼤流⾏して
いる。⼈と⼈のユビキタスの双⽅向の繋がりを実現した。便利になったものだ。
しかしこの常時リアルタイムの繋がりは、実際のリアルの⼈と⼈の⾎の通った
繋がりの機会を無くす犠牲の上に成り⽴っている。若い彼らは SNS から⽬を離
さない。そして極端に FOMO（Fear of Missing Out、）つまり仲間ハズレを恐
れる。ネット炎上やネットいじめの社会問題も起きている・・・。 
テクノロジーは、社会をますます便利にするけれども、本当に社会に役⽴つもの
なのか？本当に⼈を幸せにしてくれているのだろうか？・・・H は悩み始めてい
る。 
 
閑話休題。話を神保町古本屋街に戻そう。 
（続く） 
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4. 新興企業の舞台：ブロックチェーンホテル検索 Pinktada 
Pinktada は、トークン化に基づいて設計された、ホテルの部屋のメンバーシ
ップ ベースのプライマリおよびセカンダリ マーケットです。Pinktada はブ
ロックチェーン技術に基づいて構築されており、⽐類のないユーザー エクス
ペリエンスを提供する。Pinktada は、NFT の実⽤的な側⾯を活⽤して、旅⾏
者の柔軟性を維持しながら、計画が変更された場合にプラットフォーム上で予
約トークンを交換または販売できる、返⾦不可の予約の売上増加という形でホ
テルにより⼤きな価値を提供する。Pinktada は完全に没⼊型の顧客体験を提
供し、旅⾏者が予約前に 3D で設備や部屋を探索と、ホテルが独⾃の属性を紹
介できるようにする。 
ビジネスとテクノロジーについて、Pinktada のプラットフォームは、何⼗年
も前から存在する基本的な予約モデルを変⾰することを⽬的としている。
Pinktada のマーケットプレイスモデルは、ホテルオーナーと旅⾏者双⽅にメ
リットをもたらすという点でユニークだ。ホテルオーナーは、直接的な⾦銭的
利益を得るだけでなく、より⾃由に実験し、旅⾏者のために⾰新的な新しい選
択肢を⽣み出すことができるようになる。ホテルはいずれ、現在では想像もで
きないような深さと精度の消費者データにアクセスできるようになるだろう。
また、旅⾏者は、計画を変更したり、特定の部屋や部屋タイプ、ニーズに合わ
せた旅⾏オプションを探したりする、かつてないほどの柔軟性を⼿に⼊れるこ
とができるようになる。 
Pinktada は、ホテルパートナーおよびその宿泊客に、チェックアウト時に実⽤
的な NFT をパーソナライズされた記念の NFT に変換する機能を提供する。
NFT は Pinktada とホテルの共同ブランドであり、旅⾏者は旅⾏中のビジュア
ルアセットを使ってカスタマイズすることができる。これらの NFT は、実⽤的
な価値（例えば、NFT の所有者が家族や友⼈と共有できる特別なクーポン）を
持つこともでき、象徴的でユニークな旅⾏体験（例えば、歴史あるホテルや有名
⼈がかつて宿泊した部屋など）の場合は、収集的な価値を持つこともできる。 
Pinktada の⾰新性と独⾃性は、「ホテル＋部屋＋宿泊」のそれぞれの組み合わせ
が、Room-Night-Token（RNT）と呼ばれる個別のトークンとなることである。 
RNT は、私たちのプラットフォーム上で完全に取引可能である。所有者は、私
たちのマーケットプレイスでそれを使⽤したり、売却したり、他の RNT と交換
したりすることができる。この技術⾰新により、Pinktada.com でホテルの部屋
を検索する旅⾏者は、⼀次供給と⼆次供給の両⽅から在庫を引き出すことがで
きるという、画期的なモデルを構築することが可能になった。旅⾏者は、ホテル
からの在庫販売と当社のマーケットプレイスのオプションを組み合わせて、各
ホテルのオプションの混合レートを⾒ることができる。プライマリーマーケッ
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トからは⼿数料を徴収し、セカンダリーマーケットではマーケットプレイス参
加者から⼿数料を徴収している。5 ⽉に⽴ち上げてから、収益が出始めている。 
割引プリペイド払い戻し不可の予約は、ホテルは収益を⽣成することを保証す
るが、顧客のための任意の柔軟性を排除する。返⾦不可予約は通常、返⾦可能予
約と⽐較して 10〜15％の価格割引が適⽤される。レジャー客は価格に敏感な傾
向があり、2019 年には、レジャー客の⾼い割合がこの割引に魅⼒を感じ、返⾦
不可の予約を選択し、キャンセルする能⼒を放棄した。顧客の予定が変更になっ
た場合、それがキャンセルであろうと、スケジュールの変更であろうと、仲間の
⼈数の変更であろうと、顧客は予約を変更することができない。この場合、顧客
は⽀払いを完全に失うことになる。どちらのモデルも最適とは⾔えない。旅⾏者
の計画が変更された場合、潜在的な損失は、ホテルと旅⾏者のどちらかが負担す
ることになる。ネットワーク化された世界では、毎⽇何万⼈もの⼈々が旅⾏の計
画を変更している。ネットワークベースのソリューションでは、旅⾏者が他の旅
⾏者を⾒つけて、既存の予約を引き継ぐことができる。 
Pinktada のトークン化された宿泊モデルは、ホテルと旅⾏者の双⽅にとってよ
り良い結果を⽣むように最適化されている。ホテルは、Pinktada で全客室を返
⾦不可で販売することができ、総需要や個々の旅⾏者の計画の変化に関係なく、
安定した⼀貫した収益を保証することができる。旅⾏者は、マーケットプレイス
で予約を変更する能⼒を維持しながら、返⾦不可の予約による価格割引を享受
することができる。 
供給側では、ホテルはもちろん、世界の旅⾏の⼀部である。2019 年の世界のホ
テル客室売上は 5,500 億ドルと推定されている。オンライン予約は、世界のホ
テル収益のサブセットである。年々、オンラインプラットフォームでの予約が増
えている。消費者側では、⽶国の主要な集中ソース市場におけるプロフェッショ
ナルなミレニアル世代と Z 世代旅⾏者を初期ターゲットとしており、その数は
約 1,100万⼈と推定されている。 
Pinktada は、プライマリーマーケットでは⼿数料を徴収し、セカンダリーマー
ケットではマーケットプレイス参加者に⼿数料を徴収している。5⽉に⽴ち上げ
てから、収益が出始めている。1 年後には、シリーズ A ラウンドを調達している
予定である。（この記事は⼀部省略している） 
(9/12 https://www.phocuswire.com/startup-stage-pinktada-nft-based-hotel-
marketplace?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily
&oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
5. 旅⾏新時代のホテルテック 3 つの予測 
ホスピタリティの未来は、リゾート、ホテル、レストランにとってエキサイティ
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ングなものであり、接続された体験が顧客満⾜度とロイヤルティの両⽅を促進
する。今⽇の旅⾏者は、ホテル、アクティビティ、エンターテイメント、レスト
ラン、⾷事など、何千もの選択肢の中から⾃分の体験を選ぶことができる。⽬的
地を発⾒するために、旅⾏者は実際にそこにいる必要はない。旅⾏前も旅⾏後も、
バーチャルにそこにいることを望んでいる。さらに、スマートフォン、コネクテ
ッド TV、ラップトップなどを通じて、常に何があるのかを知り、それを味わう
ことを望んでいる。デジタルと実際の世界のバランスを完璧にとり、従業員がハ
イテク環境で⼈間離れしたサービスを提供できるようにし、訪問のどの段階で
も総合的なゲスト体験を提供できるようにするものである。とはいえ、接続性の
向上、AI による認知コンピューティングの利⽤、さらにはメタバース内の新興
デジタルワールドが、ホスピタリティの未来を形成している。  
ホテルの場所はプレゼンスフリーの選択肢を提供するようになる 
Venues will serve up presence-free options 
過去 2 年間、ホテルやリゾートでは、デジタルチェックインやチケット購⼊、ア
プリやモバイルでの注⽂、⽣体認証による⽀払い⽅法など、「⾮接触型」のオプ
ションが⼤流⾏時に採⽤さたが、これらはすべて今後も継続される予定である。
今後、ホスピタリティ企業は、AR（拡張現実）、VR（仮想現実）、さらにはメタ
バースに⾒られる仮想コミュニティなどの⾰新的なテクノロジーを⽤いて、ホ
テルの場所（venues）に全く存在しないゲストを迎え、世界のどこにいてもプ
レゼンスフリーな体験を提供できるようになるだろう。 
ゲストの体験は、ホテルの場所に到着するかなり前から始まり、ホテルの場所を
出た後も⻑く続くことになる。Foresight Factory では、ホテルの場所に到着す
る前から休暇を満喫することを「プリテイルテインメント（pretailtainment）」
と表現しているが、これは、ゲストの体験を拡張する上で重要な要素となってき
ている。このため、リサーチや探索の段階で潜在的なゲストを惹きつけ、コンバ
ージョンさせるためのデジタルコンテンツを作成するブランドが増えている。
将来的には、写真を⾒たり、メニューを⾒たり するのではなく、完全にインタ
ラクティブで没⼊感のあるデジタル・オプションを最初に試さない限り、ゲスト
はもはや何もしないだろう。バーチャル体験が実際のイベントの前触れである
ことは譲れないところであり、企業はよりクリエイティブでパーソナライズさ
れたプリテイルメントオプションを提供し始めるだろう。また、「滞在後」のサ
ービスも統合し、ゲストの体験をトータルに演出することができる。お礼の⼿紙
や形だけのプレゼントではなく、ゲストが滞在中や訪問中の特定の瞬間を思い
出すのに役⽴つデジタルコンテンツを受け取ることができるようになるのだ。 
ホスピタリティ企業は、ゲストの気持ちを解釈し、対応するようになる 
Hospitality companies will interpret and cater to how guests feel 
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顧客を知り、より個別化されたサービスを提供することは、これまで以上に容易
になっている。⾼度にデジタル化されたカスタマージャーニーや、より⾼度なロ
イヤルティプログラムのおかげで、ホスピタリティ施設は現在、AI テクノロジ
ーと組み合わせることで洞察を⽣み出し、オーダーメイドの体験を⽣み出すこ
とができる豊富なデータを利⽤できるようになった。これらの洞察は、従業員の
能⼒向上にも役⽴ち、最⾼品質のパーソナライズされたサービスを提供し、要望
を先取りするために必要な情報を従業員に提供することができる。 
対⾯でのやり取りが少なくなる中、「⼈間離れした」サービスを提供するために
必要なものをスタッフに提供することは、ブランドを際⽴たせ、トータルな体験
をより意味のあるものにすることにつながるだろう。 
ホスピタリティ企業は、ゲストに洞察をフィードバックする 
Hospitality companies will feed insights back to guests 
宿泊客が正しい旅⾏を選択することに関⼼を持ち、テクノロジーによってそれ
を実⾏できるようになるにつれ、ホスピタリティ施設は、リソースの配置や顧客
の滞在中の期待に最も応えるための施設の調整に関して、意思決定に役⽴つデ
ータを共有する準備が必要になっている。さらに、環境、健康、倫理に配慮した
より多くのオプションを提供する準備をしなければ、より積極的で配慮のある
競合他社にビジネスを奪われる危険性がある。このような期待に応えるために
は、収集したデータを迅速に把握し、適切な対応をすることが必要だ。 
そのため、単に接続性のための Wi-Fi ソリューションを導⼊するだけでは、も
はや⼗分ではない。ホテル、リゾート、レストランは、現在および将来のデジタ
ル⾰新を促進し、驚きと喜びのある総合的な顧客体験を提供できる、⾼性能で安
全、信頼性の⾼い⾃動化ネットワークを装備し、現在および将来の需要を満たす
必要がある。 
まとめ 
Conclusion 
テクノロジーの進化に伴い、ホスピタリティの未来は急速に到来している。 
休暇を過ごす⼈々やその他のゲストは、いつ、どこで、どのように関わるかを問
わず、優れたデザイン、パーソナライズ、魅⼒的なインタラクションを常に期待
する。これらの要求に応えるには、収集したデータをより良く迅速に解釈し、そ
れに応じて対応することが必要であり、これは単にデータをあるデバイスから
別のデバイスに移動させるだけにとどまらない。 
著者： Elaine Shuck は、Hewlett Packard Enterprise Company である Aruba
の垂直マーケティング担当シニアマネージャーで、ホスピタリティや⼤規模な
公共施設の業界を担当している。 
(9/12 https://www.phocuswire.com/three-hospitality-tech-predictions-for-
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new-era-of-
travel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=9229H9640090J9N ) 
 
6. アマデウス NDC、LH グループを加え参加 20 航空会社に 
Lufthansa Group は Amadeus と契約を結び、NDC 対応のインターフェイスを
介して GDS システムに NDC を発信するコンテンツを提供する。この契約は、
Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti と
Eurowings Discover からのオファーを対象としており、Amadeus NDC の数は
20 を超える航空会社になった。この GDS にはすでに、Air France-KLM, British 
Airways, American Airlines, United Airlines, Singapore Airlines, Emirates な
どの NDC コンテンツが存在する。 

Lufthansa Group のコンテンツは、継続的な価格設定やさまざまなアンシラリ
ーサービスを含め、今年の第 4 四半期に展開を開始し、時間の経過とともに追
加のコンテンツと機能が追加される。Amadeus Travel の社⻑である Decius 
Valmorbida によると、今後の NDC に対する Amadeus の 3 つの優先事項には、
この予約後のサポートの継続的な開発、古い EDIFACT システムのロジックを
新しい NDC インターフェイスと組み合わせた検索機能、必要な場所にコンテン
ツを表⽰する全体論的アプローチが含まれる。 
(9/12 https://www.phocuswire.com/amadeus-ndc-content-surpasses-20-
airlines-with-addition-of-lufthansa-
group?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=7798E1381467C7B ) 
 
7. Q&A: Doug Lansky、グリーンウオッシング語る 
気候変動の脅威が⾼まる中、旅⾏業界は解決策よりも多くの課題に直⾯してい
る。⼀部の企業は地球温暖化と闘うために勇敢な努⼒を⾏っているが、多くの企
業は「グリーンウォッシング」、つまり主張を裏付ける確固たる証拠なしに環境
に配慮していると売り込んでいると⾮難されている。特に航空におけるカーボ
ン オフセットの有効性は、疑問視されている分野の 1 つだ。「うますぎる話に
聞こえる」と、⽬的地管理と観光のスペシャリストである Doug Lansky は⾔う。
以下では、Lansky がこの慣⾏についての⾒解を共有し、旅⾏会社が相殺スキー
ムを導⼊し続けている理由を明らかにし、テクノロジーが持続可能性への取り
組みをどのように強化できるかを説明する。 
Q: LinkedIn で「私は⻑い間、旅⾏業界をより環境に配慮したものにするために

カーボンオフセットを利⽤することの可能性について話してきた・・・それ
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は、⾃分にはエネルギーがないからと執事にジョギングを頼むようなものだ」
と⾔っている。それは、どういう意味か説明してくれるか？  

カーボンオフセットの話は、ちょっと話がうますぎるような気がする。奇跡のダ
イエット薬みたいなものだ。私がビジネスクラスで海外に⾶ぶと、地球の反対側
にいる⼈が、太陽電池で動くテスラの後ろに植物を数本放り込んで、森の端まで
運転していって植物を植えてくれる、そうすれば私はライフラットな座席で
CO2罪悪感のない良⼼で眠りにつけるという考えなのか？ そうだ、その通りだ
（⽬くそ⿐くそを笑う絵⽂字！） 
Q: オフセットが確実に排出量を削減しないことが調査で⽰されているのに、旅

⾏会社がネットゼロ排出⽬標をサポートするためにオフセットを使⽤し続
けるのはなぜか? わざと無知？ より安価なオプション？ 

正直に⾔おう。これを調べるには多くの調査作業が必要である。いくつかのテレ
ビ ニュース番組がこのテーマにジャーナリズムの⽛を⾷い込ませようとして
いるのを⾒てきたが、すべてのリソースを持っている彼らにとっても、それは簡
単なことではない。簡単に⾔えば、それは企業側のエコ マーケティングと、企
業側と消費者側の故意の無知の組み合わせだということである。これらを組み
合わせると、強⼒なグリーンウォッシング カクテルができあがる。 
企業側からも、消費者側からも、このモデルは⾮常に魅⼒的である。今までと同
じことをしていて、わずかなオフセット料⾦を⽀払うだけで、私たちがしている
ことはすべてカーボンニュートラルになり、それで満⾜できるのである。何が気
に⼊らないのか？全体がちょっとした詐欺だという細かい点を除けば。 
たしかに例外はある・・・合法的なプログラムもある。しかし、⼤半のプログラ
ムは、すでにホテルや航空会社と結びついていて、⽀払う料⾦に組み込まれてい
るのだ。また、それほど不快なことでもないので、旅⾏を楽しもうとしていると
きに、フライトやホテルのチェックイン時に、顧客として本当に⽂句を⾔うつも
りか？仮にそうだとしても、チェックインカウンターの⼈がその懸念に対処し
てくれるとは思えない。消費者に責任を負わせるべきなのか、それとも企業の責
任で排出量を削減すべきなのか。たぶんどちらでもない。たぶん、⾷品医薬品局
のような、競争の場を公平にする規制機関が必要である。製薬会社は、新しい薬
を市場に出すのに時間がかかると不満を⾔うかもしれないが、FDA の前には、
偽の薬で⾮常に多くの⼈々が死亡し、多くのヘビ油のセールスマンがクレイジ
ーな調合と⾮常に低い消費者信頼を誇っていた. それが、オフセットを使⽤した
現在の状況である。 
Q: 消費者に責任を負わせるべきなのか、それとも企業の責任で排出量を減らす
べきなのか？   

たぶん、どちらでもないだろう。⾷品医薬品局（FDA）のような、公平な競争の
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場を提供する規制機関が必要かもしれない。製薬会社は新薬を市場に出すのに
時間がかかると⽂句を⾔うかもしれないが、FDA ができる前は、偽薬で死ぬ⼈
がたくさんいたし、おかしな調合薬を売りつける偽薬販売員もたくさんいて、消
費者の信頼はとても低いものであった。オフセットも同じような状況だ。 
Q:グリーンウォッシングに関して、最⼤の違反者である旅⾏会社の例を挙げる

ことができるか？  
そのサメの⽔槽に⾶び込みたいとは思話ない。航空会社、クルーズ船、ホテル、
タクシー、フェリー、列⾞はすべて汚染している。つまり、私たち全員が汚染し
ているということでもある。例えば、⾶⾏機を減らす、燃費の良い⾶⾏機（船や
⾞も）を使う、⽣物分解性のある⽫やカトラリーを使う、節⽔シャワーやソーラ
ーパネルを設置するなど、明らかに汚染を減らすことができるものもあるし、皆
もよく知っているものもたくさんある。しかし、そのような取り組みをする代わ
りに、あるいはそれに加えて、「カーボンニュートラル」や「ネット・ゼロ・エ
ミッション」というマーケティングを⾏いたいと考えているかもしれない。それ
はおそらく、創造的な計算や環境慣⾏の創造的な解釈に基づいているのだろう。 
Q: 旅⾏業界において⼤規模な基準を設定するには、何が必要だろうか？ 
ボランタリー・オフセットは現在 20億ドル規模の産業であり、その多くにとっ
て、そのような基準は彼らの⽣活を危険にさらすことになるので、苦しい戦いに
なるように思われる。 
Q: オフセットが益となるより害となる例は、どのようなものがあるか？   
オフセット・サービスを提供する企業の多くは、付加価値のある意思決定を⽀援
することを⼤前提としている。つまり、誰かが⽊を切り倒そうとしたとき、それ
をしないようにお⾦を払えば、それだけは起きなかったことになる。しかし、こ
れは⾮常に怪しいことなのだ。多くの場合、企業は⼈々にお⾦を払って、どうせ
保全されるはずのものを保全させている。つまり、何の付加価値もない。 
Q: オフセット以外にも、旅⾏会社が⼆酸化炭素排出量を削減するために最も効

果的な⽅法は何か。 
まず、透明性を確保することが重要だと思う。例えば、ニューヨークからマイア
ミへのフライトをお気に⼊りの OTA で予約したとする。その⽇、20 便のフラ
イトが表⽰されたとする。同じ時間帯、同じ価格帯のフライトでも、数種類ある
かもしれない。その中で、最もエコなフライトが特定されたらいいと思わないか。
つまり、まずは直⾏便で、その中で最も燃費のいい⾶⾏機を使っていること。そ
の基準を満たす便が複数ある場合は、合成燃料や⽣物分解性のカトラリーなど
を使っている便から順にリストアップしていく。そうすれば、私たちは⾃分の財
布で投票し、最もエコな航空会社に報酬を与えることができる。ホテルでも同じ
ようなことができるかもしれない。 
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Q: サステナビリティへの取り組みを⽀えるテクノロジーは、他にどのようなも
のがあるのか。 

電気や⾃転⾞を動⼒源とするタクシーが登場している。⽔をすぐにリサイクル
して、通常の 10％の⽔量で快適にシャワーを浴びることができる特殊なシャワ
ーも登場している。ホテルの部屋では、ベランダのドアを開けるとエアコンを⽌
めるセンサーや、シーツやタオルを洗うときに⽔の消費を抑える特別な洗濯機
もある。 
Q: 旅⾏系のスタートアップ企業にとって、初⽇から持続可能なビジネス構築を

どのように考えるべきか。 
サステナビリティが物事の⽅向性であることを理解するのは難しいことではな
い。⾐料品、玩具、靴、家具、その他多くの分野で、サステナビリティをビジネ
スモデルの中核に据える企業の強⼒な前例がある。旅⾏もそれに倣ってみては
どうだろうか。アルバの Bucuti & Tara Beach Resort のような、先駆的なホテ
ルもある。オフセットにほとんど、あるいはまったく依存することなく、より多
くの関係者が真の意味でこの流れに乗ることができれば、業界は⼤きな利益を
得ることができるはずである。 
(9/13 https://www.phocuswire.com/doug-lansky-on-the-efficacy-of-carbon-
offsetting?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
8. Phocuswright Conference 2022 
この 2 年以上、何度も失敗を繰り返しながら、旅⾏業界は復活を遂げた。航空便
は満席、客室稼働率と宿泊料⾦は急上昇し、いくつかの市場やセグメントでは、
今年、パンデミック前の最⾼値と同等かそれ以上になる⾒込みである。 
何百万⼈もの旅⾏者が、ようやく⾃分の家の庭以外の場所を探検できることに
喜びを感じながら、外に⾶び出している。しかし、旅⾏者が世界に⽻ばたくとき、
間違えてはならないことがある。旅は復活しても、決して順⾵満帆とは⾔えない
のだ。記録的な燃料価格と抑制されないインフレは景気回復の⾜を引っ張り、労
働⼒不⾜は旅⾏者の野⼼的な計画を台無しにする恐れがある。 
このような逆⾵にもかかわらず、消費者の旅⾏に対する意欲は衰えないが、選択
肢を⾒極める⽬は肥えてきている。このように、臆することなく、かつ要求の⾼
い消費者を獲得するための戦いは、これまで以上に熾烈になるだろう。 
同時に、旅⾏業界を取り巻く環境は根本的に変化しており、⼀部の業界関係者に
は危険な道、その他の関係者にはまたとないチャンスとなる。 
(9/13 https://www.phocuswire.com/phocuswright-conference-2022-travelers-
titans-trailblazers-
theme?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
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nc_id=9229H9640090J9N ) 
 
9. My Method: Stacyホテルの紙から DX 
ホスピタリティ業界におけるパンデミックの影響を受け、Staycity ホテルは⽇
常業務を改善する⽅法を模索していた。COVID-19 では、ハウスキーピングと
いう裏⽅部⾨が脚光を浴び、清掃やサービスに対するゲストの期待がますます
⾼まっていた。⼈⼿不⾜が深刻化し、世界的な⼤流⾏から回復するにつれてホテ
ルの稼働率が上昇する中、Staycity はハウスキーピングとオペレーションの主
要部⾨の⽣産性と効率性を向上させる⽅法を⾒つける必要があった。 
課題 
The challenge 
Optii導⼊前の当社のプロセスは、ペンと紙とクリップボードを使った時代遅れ
のシステムに基づいていた。ハウスキーピングチームとフロントデスクなどの
他部署間のコミュニケーションは不便で、全員の調整をするために貴重な時間
を浪費していた。このような⾮効率的なプロセスは、必然的にお客様にも伝わる
と思ったので、改⾰を⾏う必要があった。Staycity での私の役割は、業務効率を
⾼めることであり、そのためにはテクノロジーに投資する必要があると考えた。
私の役割は、ホスピタリティ業界ではかなり新しく、ユニークなもので、ホテル
のオペレーションを近代化し、ホテルマネージャーの優先事項の最前線に届け
る⽅法を中⼼に考えている。ハウスキーピングとオペレーションサービスは、ど
のホテルにとっても基幹業務であり、チームの⽣産性だけでなく、お客様の体験
を向上させる技術やソリューションへの投資を検討する際には、最初に検討す
べき分野であると私は考えている。 
ソリューション 
The solution 
これが、Optii Solutions に導かれた理由。Optii は、ゲストのプロファイルとホ
テルのニーズに基づいて毎⽇の客室係のルートをマッピングする予測技術によ
って、私たちのホテルの運営を最適化した。そのデータ駆動型プラットフォーム
は、ホテル業務のワンストップショップを提供し、⽇々の業務に対する洞察を提
供することで、我々のチームが最も⽣産的な⽅法で業務に取り組めるようにす
る。私たちは、紙とペンで⾏うような⼿動のオペレーションではなく、⽇々のオ
ペレーションを確実に可視化する必要があった。Optii はオペレーションを⼀元
化し、チームのパフォーマンスのどこにギャップがあるのか、どこを改善すべき
なのかが分かるようになった。 
チームは、この技術をとてもうまく取り⼊れてくれた。当初は、ハウスキーピン
グチームがこの技術を受け⼊れないのではと⼼配したが、初⽇から受け⼊れて
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くれた。実際、もしこれを取り上げるようなことがあれば、反乱が起きると思う。
ホスピタリティ業界では⼈⼿不⾜が叫ばれているが、Optii を導⼊したことで、
オペレーションチームやハウスキーピングチームの⽇々の仕事が楽になったこ
ともメリットのひとつである。Staycity の 3 つのホテルで Optii が稼動すると、
すぐに変化が起こり、業務効率が上がった。 
結果 
The result 
Optii を導⼊したときには期待していなかったのだが、部屋と部屋の間の移動時
間が短縮されたことは歓迎すべき結果であった。客室係のルートを⾃動化する
ことで、客室間の滞在時間をそれぞれ 2〜5分短縮することができた。これによ
り、1 時間 45分のターンアラウンドタイムを短縮し、定刻またはそれ以前に部
屋を利⽤できるようになり、お客様の列も 80％削減できた。⽣産性も 25％向上
し、チームとしてだけでなく、お客様にもメリットがある。客室の回転が速くな
ったことで、ロビーでお待たせするお客様が減り、フロントデスクは廊下を⾛っ
て空室状況を探すことなく、簡単に空室状況を確認できるようになった。 
適切なテクノロジーに投資し、堅牢なデータにアクセスできるようになったこ
とで、⽇々の業務が⼀変した。今後も、ホテルの運営にふさわしい注意を払うた
めに、これをどのように活⽤できるかを探っていきたいと思っている。 
著者： Lloyd Green は Staycity のオペレーション・エフェクティブネス部⾨責
任者。 
(9/14 https://www.phocuswire.com/my-method-how-staycity-went-from-pen-
and-paper-to-tech-driven-
operations?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&
oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
10. ホテルの新属性マーケティング 
属性ベースのショッピング (ABS) は、最近ホテルでホットなトピックだ。
HITEC の最近のパネルで、パネリストは、NYU と StayNTouch が後援した
1,000 ⼈以上の旅⾏者の調査について議論した。とりわけ、この調査は、私たち
が最もよく⽿にする 2 つの質問に対応している。そして、それはホテルの収益
に何をもたらすか? この調査では、両⽅について良い回答データが得られたが、
避けられない最終的な質問である「ABS の動作はどこで確認できるか?」、そし
て「今⽇の本番環境で誰がそれを使⽤しているか?」には対応していなかった。 
GauVendi はドイツに本拠を置く⼩さな会社で、PMS 接続のインターネット予
約エンジンと CROモジュールを備えている。どちらも ABS 対応で、少数の施
設で稼働している。この製品は、CRS の主要企業が構築しているブランド レベ
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ルのソリューションではなく、⼀度に 1 つのプロパティのみに対するポイント 
ソリューションを表している。しかし、その初期のデータは、顧客がそれを好む
/使⽤するかどうか、およびホテルがそれから収益を増加させるかどうかについ
ての質問に対する初期のガイダンスを提供することができる。参考までに、この
分析のために収集されたデータに関するいくつかの簡単な事実を次に⽰す。 
• このデータ セットには、2022 年 4⽉ 1⽇から 8⽉ 31⽇までの期間中に作
成および消費された合計 1,893件のネット予約を含む 14 のプロパティが含
まれている。 

• すべての施設はヨーロッパにある。 
• 予約ツールを使⽤すると、旅⾏者は ABSパス、または利⽤可能な最良の料
⾦、最も⼈気のある (実際には、ホテルが宣伝したい料⾦)、およびその他の
部屋タイプ/料⾦プランの組み合わせの従来のオプションのいずれかを選択
できる。 

• すべてのデータは、独⾃のデータベースから GauVendi によって報告されて
いる。 

これが本当の属性ショッピング？ 
ABS には次の特徴がある。 
• 買い物客は、購⼊したい特定の部屋レベル (ビュー、寝具、部屋のサイズ、⾼
層階、レート、チェックアウトなど) の属性を選択することで、希望する部
屋の体験を定義できる。 

• 購⼊した部屋が購⼊した属性を持つことを保証する – 属性は「リクエストに
応じて」ではない。 
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上の画像では、ホテルの買い物客が選択できるいくつかのオプションがあるこ
とがわかる。上部に属性があり、次に最低価格、最も⼈気のある部屋タイプ/料
⾦プランの組み合わせが続く。ABS のこの特定の実装は、ABS の説明でよく説
明されるショッピング カートの⽐喩とは異なることに注意して欲しい。ここで、
買い物客は、ショップが発⽣する前に関⼼のあるすべての属性を選択し、カート
に追加されるときに各属性の価格を表⽰するのではなく、推奨されるバンドル
ごとに 1 つの価格を表⽰する。 
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買い物客が属性を選択すると、ショッピング エンジンはすべての部屋を調べて、
買い物客に 1 つ以上の「最適」を⾒つけるために必要な属性の少なくとも⼀部
を備えた部屋を⾒つける。買い物客は、⾃分のリストに最も近いオプションを確
認し、その中から選択することができる。ABS にとって重要なことであるが、
⽀払った⾦額を確実に受け取ることができる。このユーザー インターフェイス
のもう 1 つの重要な側⾯は、各属性の価格が個別に表⽰されないことである。
代わりに、ホテルは、買い物客が選択する可能性が最も⾼いと思われる属性のバ
ンドルを提供することをテストしており、各バンドルの合計価格が関連付けら
れている。ABS が他のシステムと共に本番稼動し、さらにテストされるにつれ、
旅⾏者が新しいショッピング⽅法に慣れ、ホテルが様々なデザインで実際のコ
ンバージョンデータや収益データを収集するにつれ、様々な実装を⽬にするこ
とになるだろう。旅⾏者に ABS の選択肢を提⽰する⽅法は、⼀概に正しいとは
⾔えない。 
これまでの結果は励みになる 
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Results to date are encouraging 
カスタマー エクスペリエンスについて説明したので、質問に答えるために初期
の結果のいくつかについて説明する。これらの結果は、この特定のソリューショ
ンに関連していることに注意して欲しい。旅⾏者はホテルを予約するために
ABS に興味を持っているか? 彼らはそれを予約に使⽤するか？彼らは彼らが⾒
ているものを理解するか？ 調査結果によると、回答者の 97%がある程度の関⼼
を⽰しており、37%が⾮常に関⼼を持ち、20%が⾮常に関⼼を持っている。実際
には、このインタフェースを提⽰されたとき、買い物客は実際に ABS を理解し、
直接プロンプトを表⽰することなく ABS を選択した。実際、インターネット予
約エンジン (IBE) の予約全体の 17.4%が ABSパスから⽣じており、「最も⼈気
のある」オプションを選択した⼈とほぼ同じ数である。顧客は ABS を使⽤して、
属性を追加せずにデフォルトの部屋を予約して最低価格を取得し、それによっ
てホテルの収益を減らすだろうか? 調査では、1 ⽇の客室料⾦に 251 ドル以上
を⽀払う旅⾏者の 63%と、151 ドルから 250 ドルを⽀払う旅⾏者の 48%が好み
の部屋の機能にもっとお⾦を払っても構わないと思っている。実際には、
GauVendi システムからの実際の予約を調べる際に、⾮ IBEチャネル (OTA お
よびグループ予約を含む) の平均 1 ⽇料⾦を 100 で指数化すると、IBE 料⾦は
次のように指数化される。 

• ⾮ IBE - 100 
• ベストレート - 110 
• 最も⼈気のある - 118 
• 最⾼値 RT/RP - 131 
• ABS - 121 

いくつかの最終的な考え 
Some final thoughts 
これは決定的な調査ではないが（私たちは、標準的なユーザーインターフェース
と並⾏して実⾏するために、ABS なしの対照群を作ることができればよかった
のだが、彼らが尋ねたホテルの中で、テストのために ABS 経路をあきらめると
いうところはなかった）、私たちはこの調査が ABS について⼀般的に良い⽅向
性を⽰していると考えている。 
ABS オプションが買い物客の前に出されると、彼らのかなりの部分がそれを理
解し、使⽤し、購⼊することができる。さらに、買い物客は、ABS を使⽤して
より安い家屋料⾦を⾒つけようとしているわけではない。彼らは、最低価格の部
屋タイプ/料⾦プランの組み合わせまたは OTA 料⾦カテゴリーよりも⼤幅に⾼
い 1⽇あたりの平均料⾦（ADR）を追加する属性を付加している。 
追加の観察 
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Additional observations 
• 最初の結果は有望であるが、改善の余地は⼗分にある。その⼤きな分野の 1

つは、個別に価格設定された属性を提⽰することである。これにより、プロ
パティは、さまざまな状況で買い物客がそれぞれに⽀払う意思があるかをテ
ストできる。夏と冬では、バルコニーの価値が⼤きく異なる。カップルの冬
と家族の夏では、暖炉の価値が⼤きく異なる場合がある等などである。 

• システムは、未購⼊の属性を解放するために、1⽇を通して定期的に部屋の割
り当てを最適化する。これをより頻繁に⾏い、 (たとえば、各ショップの前
に) よりインテリジェントな動的な部屋の割り当てを適⽤すると、より多く
の属性が販売可能になるため、ABS予約の ADR が増加する可能性がある。 

• この実装は、ホテルの予約エンジンまたはコール センターにより多くの予約
が送られるための ABS がダイレクト チャネルのソリューションであるこ
とを強調していることに注意して欲しい。 

• また、ABS は、⾃動レート ショッパー（automated rate shoppers）が解読
するのも困難である。標準的な最低価格または推奨される客室タイプと料⾦
プランの組み合わせを把握することは⽐較的⼀般的だが、買い物客が利⽤で
きるさまざまな属性の組み合わせをすべて把握しようとすると、すぐに困難
な作業になる。これにより、顧客にパーソナライズされた料⾦を提供する際
に検出を回避しやすくなる。 

• ABS を継続的に使⽤すると、ホテルが推奨事項を新しい⽅法でパーソナライ
ズするために使⽤できる、顧客固有の新しい嗜好データが多数⽣成される。
たとえば、ABS に関⼼を⽰し、より頻繁に買い物をする⼈には、従来の最低
価格や推奨カテゴリーではなく、⾃分⽤にパーソナライズされた属性バンド
ルが表⽰される可能性がある。 

• すべての属性のショッピング、価格設定、および購⼊データは、収益マネー
ジャーとマーケティング担当者にとって価値あるものとなる。個々の属性と
事前設定されたバンドルの価格弾⼒性をテストするだけでなく、マーケティ
ング担当者は、さまざまなコンテキストで各属性の説明の違いを調べること
ができる。パーソナライゼーションは、個々の属性を組み合わせてまったく
新しい次元を獲得する。 

ABS はまだ始まったばかりだが、有望な証拠がいくつかある。この新しいショ
ッピング⽅法が、旅⾏者が欲しいものをより多く⼿に⼊れ、より多くを求めて 
(直接) 戻ってくるようになることを願っている! 
著者：George Roukas は Hudson Crossing の共同設⽴者でありパートナーで
ある。データは、GauVendi の共同創設者兼マネージング ディレクターである 
Markus Mueller によって提供されている。 
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(9/14 https://www.phocuswire.com/early-look-attribute-based-shopping-in-
production?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
11. ⽀払いテック、航空会社の⼩売り機会最⼤化 
2030 年までに 400億ドルの価値が予測される⼩売（retailing）は、今後数年間
で航空会社に⼤きなチャンスをもたらす。しかし、McKinsey & Co.の新しいレ
ポートによると、その可能性を完全に実現するには、航空会社がその⽀払いコン
ポーネント（the payment component）を正しく取得する必要がある。McKinsey
は、「航空会社の⼩売: ⽀払いのイノベーションが収益を改善する⽅法（Airline 
retailing: How payment innovation can improve the bottom line）」というタ
イトルの調査で、航空会社が顧客体験を改善し、収益を増やし、コストを削減す
るために、⽀払いに関するイノベーションがどのように役⽴つかを概説してい
る。現状では、毎年、約 29億件の航空会社の予約⽀払いトランザクション (約
1兆ドルに相当) が世界中で⾏われている。ただし、この取引にはコストがかか
る。McKinsey の分析によると、航空業界は⽀払いコストに年間 200 億ドル以
上を費やしており、これは航空会社の総収益の約 3%、業界の純利益の約 78%に
相当する。費⽤の多くは旅⾏者がクレジット カードに依存していることによる
ものだが、航空会社は、空港や税務当局など、バリュー チェーンの他の関係者
に代わって収益を回収し、取引総額の約 10%を転送している。これに対して⽀
払いコストが発⽣する。 
Hopper や Booking.com などの⼀部の仲介業者は、⽀払いを差別化要因として
認識しており、それに応じてフィンテック ソリューションに投資している。航
空会社にとっては、⽀払いを改善し、リテールを取り⼊れることで、さらなる中
間業者排除の機会が得られる。 
「⼀般的に、航空会社はまだ⽀払いと顧客体験の間のつながりを活⽤できてい
ない。これらはしばしば別の問題と⾒なされている。しかし、⽀払いはカスタマ
ー ジャーニーの重要な要素だ。各タッチ ポイントは、追加の収益を獲得する機
会を提供する。オンラインの旅⾏代理店や予約プラットフォームとは対照的に、
航空会社のウェブサイトで予約する場合、⽀払いの容易さは顧客にとって重要
な決定基準であることが多く、⽀払いの旅に沿ってアンシラリーサービスを販
売する上で重要な要素である。決済の利便性が向上し、売上換算率が向上するこ
とで、売上が伸びる可能性がある」とレポートは述べている。 
価値創造 
Value creation 
レポートによると、航空会社は戦略的に⽀払いに対処することで、400億ドルの
航空会社の⼩売機会に加えて、さらに 140億ドルを獲得する⽴場にある。 
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140 億ドルの⽀払い機会を無くし、航空会社の⼩売りの 400 億ドルの価値を実
現するために、McKinsey は、航空会社が⾏動できる 6 つの価値創造⼿段を特定
した。 
1. 顧客へのリーチとコンバージョンの増加: 航空会社は、特に新興市場で新規
顧客を引き付け、直販予約チャネルでのユーザー エクスペリエンスを改善
する必要がある。これにより、使⽤率が向上し、顧客が予約プロセス中に予
約を放棄する（所謂カゴ落ち）のを防ぐことができる。 

2. アンシラリーサービスの拡⼤ : 全体的な顧客体験を改善することにより、
航空会社はアンシラリーサービスを拡⼤し、収益を増加させる可能性がある。
たとえば、フライトのマイルやラウンジへの⼊場などの「マイクロ償還」を
導⼊すると、付帯サービスを利⽤する顧客の数を増やすことができる。航空
会社はまた、旅⾏者が好みの⽀払い⽅法を簡単に使⽤できるように、カスタ
マー ジャーニー全体で関連するすべての⽀払い⽅法を有効にすることを検
討する必要がある。 

3. ロイヤルティ プログラムの強化: 共同ブランド カードなどの⽀払い⽅法
は、魅⼒的なロイヤルティ プログラムの鍵である、と McKinsey のレポー
トは述べている。航空会社は、カードの使⽤状況と⽀払いタッチ ポイント
でのエンゲージメントに関する消費者データを分析することで、顧客につい
てより多くのことを学び、旅⾏者の好みに合わせてロイヤルティ プログラ
ムの提供を調整できる。 

4. 柔軟な交換ポリシーと簡単な払い戻しを提供する: 柔軟な運賃と払い戻し
への容易なアクセスを提供する航空会社は、旅⾏者により多くの選択肢を提
供するだけでなく、ロイヤルティを構築し、売り上げを伸ばす。航空会社は
また、クーポンや特典を通じて、航空会社が好む払い戻し⽅法を使⽤するよ
うに顧客に奨励することもできる。 

5. 企業の⽀払いエコシステムの⼀部になる：より⾼価な⽀払い⽅法を好む傾向
がある企業の領域でコストを削減するために、航空会社は⾦融⾃動化エコシ
ステムの⼀部になり、買掛⾦⾃動化の導⼊や電⼦化の増加など、より統合さ
れたソリューションを提供することができる。またはアクワイアラー ベー
スを拡⼤して、外国為替条件を改善し、共同ブランド カードの条件を⾒直
すこともできる。 

6. 運転資本コストと⽀払いコストの削減 : 航空会社は、顧客に決済時間の短
い⽀払い⽅法を使⽤するよう促すことで、全体的なコストを削減できる。こ
れにより、バリュー チェーン全体で⽀払いコストを削減できる。料⾦の引
き下げや⽀払い条件の改善について⽀払いプロバイダーと交渉するだけで
なく、直接チャネルなど、より費⽤対効果の⾼い予約および⽀払い⽅法に旅
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⾏者を移⾏させるための措置を講じることもできる。 
(9/15 https://www.phocuswire.com/how-payments-can-help-airlines-
maximize-the-retailing-opportunity?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
12. ウインダム、モバイルチップアプリ導⼊ 
Wyndham Hotels & Resorts の特定のフランチャイズのゲストは、ハウスキー
ピングにチップをあげるために現⾦を持ち歩く必要がなくなる。同社は、⽶国と
カナダのフランチャイジー向けに、モバイル・チップ・ソリューションをデビュ
ーさせた。IT企業の béné が開発・管理するこのプラットフォームでは、宿泊客
が⾃分の好きなモバイル機器を使ってホテルのスタッフにデジタルでチップを
渡すことができる。béné はバージニア州に本社を置き、iOS と Android のプラ
ットフォームでアプリを運営している。 
Wyndham Hotels & Resorts の最⾼情報責任者である Scott Strickland は、「パ
ンデミックは、デジタル決済ソリューションに対するゲストの需要を劇的に加
速させ、この傾向は今後数年間は続くだろう」と述べている。 
宿泊客は、「ハウスキーパーやウェイトスタッフ（wait staff）など、最前線のチ
ームメンバーに・・・実質的にフランチャイジーに負担をかけずに」チップを渡
すことができると、Strickland は付け加えている。 
ホテルが béné プラットフォームに参加すると、宿泊客は滞在中に QR コードを
スキャンして、希望する従業員にチップを渡すことができるようになる。QR コ
ードはホテルスタッフごとに異なり、チップは毎⽇、各スタッフの銀⾏⼝座また
はホテルの⼝座に直接振り込まれ、通常の給与⽀払いと⼀緒に分配されるとの
ことである。béné のプラットフォームは、クレジットカード、Apple Pay、Google 
Pay に対応している。他のデジタル決済サービスと同様、宿泊客は「少額の取引
⼿数料」でプラットフォームのコストを負担することになるという。フランチャ
イジーが負担するのは、基本的なマーケティング資料の費⽤のみ。 
Strickland は「このソリューションの魅⼒は、シンプルであること、そしてフラ
ンチャイジーにとって、お客様が現⾦からデジタルに切り替えることがいかに
簡単であるかということだ。アプリをダウンロードしたり、ソフトウェアをイン
ストールしたりする必要はない。つまり、電話機とインターネット接続があれば、
チップを渡して感謝の気持ちを表すことができる」と語る。 
Wyndham Hotels & Resorts は、モバイルチップは進⾏中のデジタル変⾰の⼀
部であると述べている。今年初めには、旅⾏者が Wyndham のモバイルアプリ
でロードトリップを計画・予約できるツール「Road Trip Planner」を発表した。
このホテルは最近、クラウドベースのモバイルファースト収益管理システムで
ある RevIQ を発表し、フランチャイジーが収益戦略を最適化できるよう⽀援す
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ることを⽬的としている。 
Wyndham Hotels & Resorts 社は、Super 8、Days Inn、Ramada、Microtel、
La Quinta、Wyndham など、23 のホテルブランドを運営している。 
Phocuswright Europe 2022 の PhocusWire Studio で、Wyndham Hotels & 
Resorts のヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域コマーシャル担当副社⻑、
Julie White とのディスカッションをご覧ください。White は、ホテル経営者が
消費者を獲得するためにどのように競争し、より効率的に運営するためにビジ
ネスインテリジェンスツールを使⽤しているかを説明している。 
(9/15 https://www.phocuswire.com/wyndham-hotels-and-resorts-introduces-
mobile-tipping-
app?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc
_id=9229H9640090J9N ) 
 
13. 楽天インド、インドのシステム会社と提携 
9⽉初旬、Phocuswright はインドの旅⾏市場について、詳細な市場規模や予測、
流通動向、主要旅⾏セグメントの分析、主要開発品など、包括的な⾒解を⽰す「イ
ンド総合市場レポート」を発表した。以下、PhocusWire では、楽天インドと
InterGlobe Technology Quotient 社の技術提携について深く掘り下げる。 
楽天グループのテクノロジー拠点である Rakuten India は、InterGlobe 
Enterprises の 旅 ⾏ テ ク ノ ロ ジ ー に特化 し た事業部⾨で あ る InterGlobe 
Technology Quotient（インド）と覚書を締結した。この「協⼒的な取り決め」
は、Rakuten India と ITQ の間で初めて⾏われるものである。楽天は、ITQ の
技術パートナーとして、⼈⼯知能、拡張現実、仮想現実、ブロックチェーン、モ
ノのインターネットを活⽤した⾰新的な旅⾏商品とソリューションの構築を⽀
援するとしている。 
ITQ と楽天は、SaaS型プラットフォーム「楽天 SixthSense」を共同販売する。
ITQ によると、これは約 400 都市で旅⾏管理会社、オンライン旅⾏会社、⼩売
店など 13,000 社以上の顧客を有しているという。Rakuten India の CEO兼マ
ネージングディレクターである Sunil Gopinath⽒は、今回の提携について、「当
社のディープテックソリューションの⼒を発揮するだけでなく、当社の B2B製
品である SixthSense を旅⾏業界全般へ提供できるまたとない機会だ」と述べて
いる。 
(9/16 https://www.phocuswire.com/rakuten-india-signs-MOU-interglobe-
technology-
quotient?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly
_enc_id=9229H9640090J9N ) 
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14. Ixigo とアマデウス、新フィンテックと⽀払いオプション追加 
旅⾏会社は、消費者の摩擦をなくし、旅⾏体験を向上させる⽅法を模索し続けて
いる。新しい⽀払い⽅法を追加して、消費者が旅⾏費⽤を分散できるようにした
ところもあれば、計画が変更になった場合に旅⾏者を安⼼させるために、新しい
保険制度を導⼊したところもある。今⽉初め、Ixigo の CEO である Aloke Bajpai
は PhocusWire とのインタビューで、同社が顧客に予約に関するさらなる柔軟
性を与えるために、別のフィンテック製品を追加しようとしていることをほの
めかした。Ixigo Flex は、旅⾏者が航空券を購⼊する際に、運賃の差額を⽀払う
ことなく、スケジュールを変更できるようにするもので、Ixigo はこの製品を発
表した。Ixigo によると、国内線で利⽤可能な Flex商品は、⽇付の変更、航空会
社の変更、出発地/⽬的地の変更オプションを含む「1 回のリスケジュールリク
エスト」を提供するとのことである。 
共同創業者でグループ最⾼製品・技術責任者の Rajnish Kumar は、「旅⾏が復
活し、ハイブリッドワークモデルが台頭する中、重いペナルティを負わずに旅⾏
⽇程を変更し、完全⾃動でフライトをリスケジュールすることに関して、さらな
る柔軟性が求められている」と述べている。Ixigo Flex は、Ixigo Assured の上
位製品で、同社の理由なくキャンセルできる製品である。 
Bajpai は PhocusWire とのインタビューで、同社は「この種の製品にもっと時
間とエネルギーを費やす予定だ」と述べている。彼は、このアプローチは⽶国の
Hopper と似ていると付け加え、Hopper の CEO である Fred Lalonde が Ixigo
の役員であることを指摘した。「Lalonde との話し合いは、これらが機能すると
いう確信を深めるのに役⽴ったが、我々はデータを使って独⾃にこれらを構築
した」と彼は述べた。 
BNPL 
その他、Amadeus は Uplift および Fly Now Pay Later との提携により、同社
の Xchange Payment Platform に Buy-now-pay-later (BNPL)オプションを追
加している。このパートナーシップにより、航空会社、旅⾏代理店、ホテルはそ
れぞれの販売チャネルに BNPLオプションを追加できるようになる。 
Amadeus によると、同社の調査によると、BNPL オプションが利⽤できれば、
ほとんどの消費者は旅⾏により多くの費⽤を費やし、また⼤半の消費者はアン
シラリーサービスを購⼊する可能性が⾼くなるという。 
Amadeus のパートナーシップ、ペイメント部⾨責任者である Beatrice Bouju は
「すべてのセクターで BNPL の成⻑は⽬覚しく、旅⾏者からのメッセージは明
確である ― 彼らは分割払いの選択肢を求めている。このような⽀払いオプシ
ョンは、旅⾏制限が解除された際に、より価値の⾼い休暇に対する需要の⾼まり
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を促進し、旅⾏の回復を後押しすることだろう」と述べている。 
McKinsey の新しい調査では、決済の⾰新が航空会社の顧客体験の向上、収益の
増加、コストの削減にどのように役⽴つかを詳しく説明している。この報告書に
よると、航空会社の予約決済取引は年間約 1 兆ドルにのぼるが、航空業界は毎
年 200億ドル以上を決済コストに費やしているという。 
また、顧客体験の向上と効率化の推進は、航空会社や OTA に限ったことではな
く、業界全体が効率化とよりシームレスな旅の必要性を受け⼊れていることは
明らかだとしている。関連ニュースとして、Moscow Central Circle（MCC）が
全駅で⽣体認証による運賃⽀払い“Face Pay”を開始した。この顔認証決済シス
テムは、テスト期間を経て、現在、MCC 31駅の 85 の改札⼝で利⽤可能である。 
Moscow Metro よると、19万⼈のユーザーが Face Pay に登録し、3,300万⼈以
上がこの⽣体認証システムを使って乗⾞したという。このサービスは現在バス
でテストされており、年内には河川交通機関でも開始される予定である。 
(9/16 https://www.phocuswire.com/ixigo-bnpl-fintech-
payments?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
15. 9⽉ 12⽇の週の資⾦調達記事 
l 複数⽇パッケジツアーExoticca 
マルチデイズパッケージツアーを提供する Exoticca は、北⽶とラテンアメリカ
での事業拡⼤のため、2,000万ユーロのベンチャー債権融資ラウンドを完了した。 
Claret Capital Partners と Sabadell Venture Capital がこのラウンドを主導し、
バルセロナを拠点とする同社の株式とベンチャーデビューによるこれまでの資
⾦調達総額は 6,600万ユーロに達した。2013 年に設⽴された Exoticca は、航空
券、ホテル、送迎、アクティビティなど複数の要素を持つ複雑な旅⾏のオンライ
ン販売を可能にする。ディスインターメディエーションとオートメーションに
より、低価格で摩擦のない購買を可能にしている。Exoticca の旅程は、50 ⼈以
上のプロダクトクラフターとキュレーターで構成されるチームによってデザイ
ンされており、各旅⾏先で豊富な経験を積んでいる。同社によると、すべてのパ
ッケージは、異⽂化と環境への敬意と賞賛を⽰す⽅法で作成されているとのこ
とである。Exoticca によると、COVID-19 にもかかわらず、2015 年以降、年平
均 100％以上の複合成⻑率で売上を伸ばし、2022 年には 1億 2,000万ユーロの
売上を⾒込んでいるとのこと。2021 年 7⽉、Exoticca は 3,000万ドルのシリー
ズ C ラウンドをクローズし、これは 2020 年のシリーズ B ラウンドに 500万ユ
ーロのトップアップ投資を⾏ったことに続くものである。最近では、従来の実店
舗を持つ旅⾏会社が同社のテクノロジーと旅⾏商品にアクセスできるようにす
る B2Bバーティカルを開始した。Exoticca は、⽶国、カナダ、英国、フランス、
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ドイツ、スペイン、メキシコの 7市場で、60以上の⽬的地への旅⾏を販売して
いる。 
(9/12 https://www.phocuswire.com/multiday-packaged-tours-specialist-
exoticca-raises-20-million-for-growth-in-north-america-latin-
america?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly
_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
l 短期レンタル Frontdesk 
ウィスコンシンを拠点とするホスピタリティ プラットフォームの Frontdesk
は、シリーズ B の資⾦調達で 1,300 万ドルを獲得した。資⾦調達ラウンドは、
JetBlue Technology Ventures、Veritas Innovations、Motivate Venture Capital、
および複数の戦略的投資家の⽀援を受けて、Stormbreaker Ventures が主導し
た。この最新のラウンドにより、短期レンタルのスタートアップ Frontdesk は
合計で 2,200 万ドルのエクイティ ファイナンスを獲得した。2017 年に設⽴さ
れた Frontdesk は、⽶国 30 市場の集合住宅コミュニティでの短期滞在を提供
している。同社は、2022 年の PhocusWire Hot 25 Startup に選ばれた。Frontdesk
は、Wanderjaunt、Stay Alfred、Domio などの閉鎖された競合他社（shuttered 
competitors）からユニットをピックアップした。代替宿泊施設のブランドであ
る同社は、150 を超える建物に 1,000 を超えるユニットを擁する、国内最⼤級の
短期賃貸ユニットのコレクションを管理していると述べている。Frontdesk に
よると、独⾃のソフトウェアにより、ゲストにより良いサービスを提供し、内部
業務を⾃動化および拡張できる。ポートフォリオに追加する新しい物件を取得
し続けており、資本を使⽤して既存の市場や建物に拡⼤する予定。 
(9/13 https://www.phocuswire.com/short-term-rental-company-frontdesk-
scores-13m-
expansion?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&o
ly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
 

+++++ 


