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TD 海外事情 4 ⽉ 11 ⽇号 

 
Uber がいよいよスーパーアプリを開発する。先ず英国でこの夏から鉄道と⻑距
離バスのチケットを予約できるようにする。この夏から、英国の Uber ユーザー
は、アプリを介して都市間鉄道と⻑距離バスのチケットを予約できるようにす
る。そして今年の後半には航空とホテルを導⼊する。先⽉に⽴ち上げた Uber 
Explore を加えてエンドツーエンドの旅⾏の旅をキャプチャしていく。（「3 (TJ) 
ウーバーの完全スーパーアプリ」） 
Uber CEO Dara Khosrowshahi は、元 Expedia CEO なので、この記事が予想し
ている通り、Uber と Expedia の提携が実現するかもしれない。Uber の他にも
Capital A（旧 AirAsia Group）がスーパアプリを展開、既存旅⾏業界に対するプ
レッシャーが拡⼤してくのだろうか。Capital A は空⾶ぶタクシーへの参⼊を⽬
指して、電動垂直離着陸機（eVTOL）「VX4」100 機をリースする。引き渡しは
2025 年から始まる。 
 
「7. 誰もがボット嫌いだが、旅⾏業界には必要」は、旅⾏業界なのか、航空業
界なのか、ボットが必要なのは誰なのかが、はっきりしない。もし、それが航空
業界（特に国内線）であるならば、直販が主流なのだからボットは必要ではない
はずだ。 
 
「6. ソーシャル・モバイル・キャッシュレス、Z 世代の旅⾏と⽀払いトレンド」
は、デジタルネイティブの 10 ⼈中 8 ⼈が 1 ⽇に複数回アカウントにチェックイ
ンし、62％が銀⾏⼝座を持たず、新興市場でモバイルウォレットを使⽤する数
が 50％近く増えているそうだ。改めてデジタルネイティブの、デジタルの所以
を再認識させられた。 
（編集⼈） 
 
 
⽬次 
1. (TJ) FCM、アジア旅⾏ビジネス増加 
2. (TJ) OTA の現状     閲覧第４位 
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3. (TJ) ウーバーの完全スーパーアプリ   閲覧歳１位 
  (TJ) = トラベルじゃ０なる 5 ⽉ 9 ⽇号参照 
 
4. In The BIG CHAIR: Larry Cuculic, Best Western  閲覧第２位 
5. BNPL、クレジットカード会社は無視できない機会 
6. ソーシャル・モバイル・キャッシュレス、Z 世代の旅⾏と⽀払いトレンド 
7. 誰もがボット嫌いだが、旅⾏業界には必要  閲覧第３位 
8. 団体旅⾏需要増加、しかしパンデミックのトレンド残る 
9. In The BIG CHAIR: Vivi Cahyadi Himmel, AltoVita 閲覧第５位 
10. CitizenM、メタバース⼟地購⼊ホテル建設 
11. 社説：ウーバーのスーパーアプリ、導⼊タイミングが良い 
12. ホスピタリティの逸失収⼊ソリューション  閲覧第５位 
13. 4 ⽉ 4 ⽇の週の資⾦調達記事 
 
 
4. In The BIG CHAIR: Larry Cuculic, Best Western 
Larry Cuculic は、同社の上級副社⻑兼法務顧問を 12 年間務めた後、12 ⽉に
BWH Hotel Group の社⻑兼最⾼経営責任者に就任しました。 
BWH ホテルグループは、WorldHotels Collection、Best Western Hotels＆Resorts、
SureStay Hotel Group の 3 つのホテル会社で構成されており、世界 100 を超え
る国と地域に 18 のブランドの 4,700 のホテルがあります。 
Q: 今⽇の BWH Hotel Group の事業は、パンデミック前の 2020 年初頭と⽐較
してどうですか。そして、パンデミックは会社の運営⽅法に恒久的な変化をもた
らしましたか？ 
ホスピタリティ業界は信じられないほどの挑戦に耐えてきました。私は、私たち
の組織とホテル経営者がパンデミックにどのように対応したかを⾮常に誇りに
思っています。当社の取締役会は、シニアエグゼクティブチームとともに、BWH 
Hotel Group がホテル経営者の困難を乗り越え、当社の財政状態を保護できるよ
うに迅速に取り組みました。迅速で積極的な緊縮財政プログラムの結果として、
私たちは幸運にも会社の歴史の中で最強の財政状態にあり、この強みを活⽤し
てホテル経営者への収益提供を増やします。業界が回復を続ける中、私はホテル
経営者に優れた収益をもたらし、業界をリードするサポートを提供し、新しい開
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発の機会を活⽤し、ゲストに優れたケアを提供することを約束します。受賞歴の
あるロイヤルティプログラムを引き続き強化し、ブランド収益の提供を増やし、
ホテルに滞在するゲストの期待を上回り、北⽶および世界中の主要市場で開発
努⼒を推進することにより、これらの⽬標を達成します。 
Q: ホスピタリティ業界は、ホテルと短期賃貸物件の境界線が曖昧になり、より
多くの⼈々がリモートで仕事をしたり、レジャーと出張を組み合わせたりでき
るようになるにつれて、パンデミックによって加速するにつれて変化していま
す。BWH Hotel Group は、新しい消費者の需要に適応するために何をしていま
すか？ 
パンデミックはリモートワークに影響を与えましたが、ビジネスとレジャーの
組み合わせは、業界でしばらく前から⾒られたものです。Aiden や Vīb などのブ
ティックセグメントの⼀部のブランドは、オープンスペース、モダンなロビー、
カクテルバーを提供しており、ゲストは、⽇中は仕事をし、夜は社交を楽しむこ
とができます。さらに、世界中に約 4,700 のホテルがあり、多くのホテルはレジ
ャーとビジネス旅⾏の融合に理想的な⽬的地にあり、多くのホテルはビジネス
センター、会議スペース、ビジネスニーズを満たす⾼度なテクノロジーを提供し
ています。私たちはゲストの進化するニーズを監視し続け、それらの期待に応
え、それを超えるためにできる限りのことをし続けます。 
Q: 過去 2 年間で、⾮接触型テクノロジー（セルフチェックイン、チャットボッ
ト、QR コードなど）の採⽤が加速しています。BWH Hotel Group は、ホテル
体験の⾃動化をどこまで進めますか？⼈が常に前に⽴つ必要があるのはどのよ
うな役割だと思いますか？ 
⾮接触型テクノロジーは、ゲストに具体的なメリットがある場合に採⽤されて
いますが、ゲストは依然として“つながる（connect）”友好的な顔と個⼈的な交
流を望んでいると信じています。私たちはゲストが期待するテクノロジーのレ
ベルを評価し続けますが、フロントデスクや朝⾷エリアなど、必要なときに私た
ちがそこにいることを常にゲストに知らせてもらいたいと思います。 
Q: BWH Hotel Group のブランドにとって“ブックダイレクト”はどれほど重要
ですか？そして、その⽅法でより多くの予約を獲得するために何ができるでし
ょうか？ 
Best Western Hotels & Resorts および WorldHotels で直接ご予約のお客様は、
低料⾦保証の特典をご利⽤いただけ、Best Western Rewards および WorldHotels 
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Rewards のロイヤルティプログラムと特典をご利⽤いただけます。ロイヤルテ
ィメンバーは、パンデミックの中で当社の直接オンライン予約の約 80％を占め
ており、ロイヤルティメンバーの価値を⼀貫して提供していることを確認する
必要があります。より多くの直接予約を獲得できるように、コスト削減とロイヤ
ルティプログラムのメリットを通じてゲストが享受できる価値を引き続き紹介
します。最近、BWR Pay with Points プログラムを開始しました。このプログラ
ムは、アカウントにポイントがいくつあるかに関係なく、⼤切なリワードメンバ
ーが旅⾏にアクセスしやすくするものです。このプログラムを通じて、無料の部
屋に⼗分なポイントがない消費者は、BWR ポイントを使⽤して客室料⾦を割引
することができます。BWR は、ポイントが期限切れにならない業界で唯⼀のロ
イヤルティプログラムであるため、Pay with Points は、業界をリードするロイ
ヤルティプログラムに投資している多くの投資の 1 つにすぎません。 
Q: ブックダイレクト触れましたが、OTA は流通エコシステムの必要な部分で
す。BWH Hotel Group で、この関係が機能することを保証するための最良の⽅
法のいくつかは何ですか？ 
もちろん、ゲストは bestwestern.com で直接予約することをお勧めします。この
サイトでは、ゲストと BWR ロイヤルティプログラムのメンバーに最低料⾦が
提供され、低料⾦の保証を利⽤できます。⼀部のゲストは OTA Web サイトで
価格を⽐較したい場合があることを認識しています。ただし、ゲストは、時間の
経過とともに、個⼈的な経験を通じて、bestwestern.com で可能な限り低い料⾦
が適⽤され、OTA を回避することで、ポイントが期限切れにならず、ポイント
を使⽤できる BWR ロイヤルティプログラムに参加できることを理解していた
だければ幸いです。無料の宿泊特典と BWR Pay with Points プログラムをご利
⽤いただけます。 
Q: 過去 10 年間で、航空会社は⾃社製品の“アンバンドリング（unbundling）”
を加速させてきました。ホテルのこの戦略についてどのように考えていますか。
たとえば、ハウスキーピング、プールの使⽤、アーリーチェックインなどのアラ
カルト価格設定です。 
私たちの哲学は、私たちの料⾦は⼀般的にすべて包括的で透明でなければなら
ないということです。ただし、アーリーチェックインやレイトチェックアウトな
ど、ゲストが⼀定の柔軟性を求めている場合があることを認識しています。これ
らのゲストオプトインプログラムは、ホテルがゲストのリクエストに応えなが
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ら追加の収益を⽣み出す機会です。 
Q: リピートビジネスを推進するためのゲストエクスペリエンスの最も重要な
要素は何ですか？BWH Hotel Group がより多くのブランドロイヤルティを⽣み
出す機会はどこにありますか？ 
ホスピタリティ業界の中⼼はゲストの世話をし、期待される体験を過剰なほど
に提供することであるため、ゲストの世話をする能⼒を実証できなければなり
ません。パンデミックの中で、ゲストは強化された衛⽣の洗浄基準を期待するよ
うになり、私たちは業界で初めて強化された洗浄プロトコルを展開しました。旅
⾏者はこれまで以上に清潔さを⼼配し続けていることを認識し、これらのより
⾼いレベルの清掃基準と運⽤のベストプラクティスは、安全な滞在が保証され
ることを再び旅⾏に興味のあるゲストに安⼼を提供します。また、お客様をきめ
細かく理解するために、ロイヤルティビジネスから学んだことを引き続き収集
する必要があります。私たちは、彼らが私たちと⼀緒にいる動機を知る必要があ
ります。そうすれば、私たちはロイヤルティプログラムとホテルの提供を提供
し、進化させ続けることができます。 
Q: BWH Hotel Group のブランドにどのように新しい顧客を引き付けますか？ 
スケーラビリティが重要であり、BWH Hotel Group は、エコノミーからラグジ
ュアリーまで、あらゆるチェーンセグメントにホテルを提供しています。さら
に、ロイヤルティプログラムを利⽤することで、世界中の約 4,700 のホテルでポ
イントを利⽤して旅⾏費⽤を節約することができます。また、ゲストがモバイル
エクスペリエンスにますます依存していることも認識しており、その⽅向に多
額の投資を⾏っています。私たちは、デジタルエクスペリエンスをよりユーザー
フレンドリーにするために取り組んでおり、追加の⽀払い⽅法を受け⼊れる機
能も開発しています。これには、ギフトカードをオンラインで利⽤できるように
することで使いやすくすることや、新しい Pay with Points プログラムを通じて、
宿泊料⾦を下げる⽬的でゲストが BWR ポイントを指定できるようになりまし
た。また、ブランド認知の進化を継続し、多様なブランドポートフォリオに新し
いゲストを引き付けるのに役⽴てています。⾒込み客に今⽇の Best Western を
紹介するために、ソーシャルメディアは引き続き私たちの最も重要なツールの 1
つです。これにより、主要な視聴者との特別なつながりを築き、忠実なゲストの
コミュニティと交流することができます。包括的なソーシャルメディア戦略を
通じて、BW Travel Zone および YouTube、Facebook、Instagram、LinkedIn な
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どのプラットフォームで 18 のブランドのそれぞれを強調しています。また、イ
ンフルエンサーのネットワークと連携して、Best Western を新しいオーディエ
ンスに紹介し、さまざまなプラットフォームでホテルにスポットライトを当て
ています。 
Q: ホスピタリティ業界に影響を与える可能性がある限り、どのような新興技術
に最も興奮していますか？ 
私たちはモバイル体験に多額の投資をしています。BWH Hotel Group のホテル
で、モバイルテクノロジーを使⽤して調査し、予約するゲストが増えていること
を理解しています。私たちは、ゲストがホテルの部屋を簡単に⾒つけてシームレ
スに予約できる場所になりたいと思っています。ホテルの収益に関しては、ホテ
ル経営者が料⾦と在庫を注意深く思慮深く管理する能⼒を認識し、活⽤できる
ようにする、新しく設計された収益管理プラットフォームの開発に興奮してい
ます。 
Q: そして、世界のどの地域で、会社の成⻑のための最良の機会を⾒ています
か？ 
私たちは、ブランド全体で毎⽇グローバルにホテルをオープンし続けています。
在庫の⼤部分はミッドスケールのままですが、他のチェーンスケールのセグメ
ント、特にブティックや⻑期滞在のセグメントに拡⼤する機会が増えています。
私たちは、思慮深く測定された成⻑に焦点を当てたグローバルブランドです。
BWH Hotel Group は、ライフスタイルや⻑期滞在オプションなど、エコノミー
からラグジュアリーまで、あらゆる市場セグメントで 18 の異なるブランドを提
供しており、旅⾏者の需要に基づいて各ブランドを成⻑させ続けます。どこへ⾏
っても、旅⾏のニーズに合った BWH ホテルグループのホテルを⾒つけること
ができます。 
Q: 今後 3 年間の会社のやることリストの上位 2 つまたは 3 つの項⽬は何です
か？ 
75 周年を迎えたばかりの私たちは、ゲストの期待に応え、それを超える進化を
続けていきます。私たちは、ゲストジャーニーを強化するためのテクノロジーへ
の投資、ロイヤルティプログラムが業界をリードする報酬を提供すること、すべ
てのゲストに思いやりの精神を提供することなど、お客様にとって最も重要で
あることがわかっている分野と、そして私たちのブランドの中⼼であるサービ
スに引き続き注⼒します。 
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Q: あなたは⽶陸軍でキャリアを始めました。その経験から、ホスピタリティの
キャリアで最も役⽴ったスキルは何ですか？ 
私は会社でのキャリアを始める前に 20 年間、陸軍に勤めました。私の兵役は私
を今⽇の私に形作り、名誉、リーダーシップ、コミットメント、チームワークの
価値を教えてくれました。軍隊での経験に感謝しています。これにより、プレッ
シャーの下で落ち着きを保ち、⾃分のアプローチに配慮することの価値を真に
理解することができました。私が⾏うすべての決定、または組織として⾏うすべ
ての決定は、⼈々とその⽣活に影響を与えることを認識しています。それがホス
ピタリティ業界の本質であり、私が最も情熱を注いでいるのは、⼈々の世話で
す。 
Q: ホスピタリティに⼊る若者に何かアドバイスはありますか？ 

• 誠実さ、名誉、そしてコミットメントを持って毎⽇⼀⽣懸命働くこと。 
• 毎⽇成⻑し、学ぶこと。 
• 最も重要なことは、⾃分に正直になり、⼈⽣の旅を楽しむことです。 

(4/4 https://www.phocuswire.com/ceo-interview-larry-cuculic-bwh-hotel-
group?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
5. BNPL、クレジットカード会社は無視できない機会 
最近ロイヤルティソリューション会社 iSeatz からリリースされた State of 
Loyalty : 2022 Credit Card Rewards Report は、今後数ヶ⽉でクレジットカード
発⾏者を活気づける可能性のある傾向を特定します。リストされているもの（後
払い（BNPL=buy-now-pay-later）プラン、デジタルウォレット、ポイントと暗
号通貨の報酬で⽀払う）のうち、逆の“取り置き（layaway）”アプローチの⼀種
である BNPL は、クレジットカード発⾏者にとって次の⼤きなものになる可能
性があります。BNPL は、消費者が製品またはサービスを受け取り、それを複数
回に分けて⽀払うことを可能にする貸⾦プログラムです（通常、利息の代わりに
⼩額の⼿数料が追加されます）。多くの消費者にとって、それは顧客が全額を⽀
払うまで製品またはサービスの受け取りを延期する従来の取り置きアプローチ
よりも優れています。サードパーティのフィンテック企業が BNPL 運動を主導
しています。そして、PayPal Credit、Afterpay、Affirm、Klarna、Zip Pay、Quadpay、
Uplift、Perpay、Sezzle、Zebit、Splitit などの企業が積極的に競争する混雑した
スペースになりつつあります。フィンテック企業は⼩売業者と提携して、販売時
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点で参加⼩売業者の e コマース Web サイトを介してオンラインで、または場合
によっては BNPL 会社のアプリを介してオフラインで消費者にプランを提供し
ます。このアプリは、顧客がデジタルウォレット（Apple Pay、Google Pay、
Samsung Pay など）に追加できるデジタルカードを作成し、タップして⽀払う
のに便利です。⼩売業者は 1800 年代半ばから⽀払いの延期を提案してきました
が、今⽇流⾏しているような BNPL 計画は、デパートが⾃社ブランドのクレジ
ットカードを発⾏し始めた 1980 年代と 90 年代に開始された可能性があります。
2012 年頃、最初のフィンテックのスタートアップである Affirm は、分割払いの
最新版と命名されました。その後、Afterpay、Klarna、Sezzle が数年以内に続き
ました。 
後払いのメリット  Benefits of buy-now-pay-later 
BNPL はクレジットにアクセスするためのより速く、より透明で、便利な⽅法
であるため、消費者は BNPL に群がります。これは、消費者が旅⾏などの⾼額
商品の低価格を固定するのに役⽴ち、より柔軟な⽀出オプションに対する彼ら
の⾼まる欲求に対処します。さらに、消費者がリワードプログラムの⼀部である
クレジットカードを使⽤して BNPL を購⼊すると、毎⽉クレジットカードを返
済する場合に無利⼦のままである⽀払いを延期することに加えて、マイル、ポイ
ント、またはキャッシュバックを獲得できます。ほとんどの BNPL 企業は、加
盟店から融資⼿数料（2％から 8％の範囲）を獲得しています。ただし、購⼊者
のクレジットスコアやその他の要因によっては、⼤規模な購⼊（旅⾏を含む）で
消費者に料⾦を請求する場合もあります。彼らはまた、通常、返済条件に従わな
い消費者に請求される収⼊と延滞料を稼ぎます。また、BNPL プログラムへの
参加コストが⾼いにもかかわらず、BNPL の会社である Afterpay が説明するよ
うに、販売者は BNPL のトレンドに賛同しています。これは、売上の増加を促
進し、平均注⽂額を増やし、新しい顧客を引き付けるためです。 
State of Loyalty の調査では、そのデータの⼀部が裏付けられています。レポー
トによると、チェックアウト時の BNPL オプションにより、コンバージョン率
が 20〜30％増加し、平均チケット販売が 30％〜50％増加します。 
クレジットカード発⾏者のための後払いの機会 
The buy-now-pay-later opportunity for credit card issuers 
BNPL の⼈気は雪だるま式になっています。アナリストは、このような短期の
POS（point-of-sale）資⾦調達が 2024 年までに 181％増加すると予想しており、



TD 海外事情 4 ⽉ 11 ⽇号  2022 年 4 ⽉ 18 ⽇ 
 

9 

Accenture のデータを引⽤して、カンザスシティ連邦準備銀⾏は次のように述べ
ています。 2018 年以降年間 300％を超え、2021 年には 4,500 万⼈のアクティ
ブユーザーに到達しています。Amex Trendex のデータによると、クレジットカ
ード発⾏者にとって⾮常に⼈気のある顧客セグメントであるミレニアルは主に
トレンドに遅れをとっています。54％が旅⾏の BNPL 計画、62％はクレジット
カードに付属する後払いのサービスに関⼼を持っています。BNPL への関⼼は
⾮常に⾼いため、クレジットカード発⾏者が、BNPL フィンテック企業が提供
するプログラムを反映した（そして改善した）BNPL プランを提供することは
⾃然な流れです。BNPL プログラムは依然としてローンであり、クレジットカ
ード発⾏者はフィンテックよりも何年もの間ローンビジネスに携わってきまし
た。 
「2017 年に、カード会員に⼤規模な購⼊に対してより柔軟な⽀払い⽅法を提供
するために、Plan It を開始しました。これは、カードで今すぐ購⼊し、後で⽀
払う機能です。それ以来、その⼈気は⾼まり、私たちはそれをさらに使いやすく
するためにツールを進化させてきました。たとえば、昨年、AmexTravel.com と
delta.com のチェックアウトオプションとして Plan It を追加しました。旅⾏な
どの⼤規模な購⼊に関しては、消費者は予約時に資⾦調達の決定を下そうとし
ています。チェックアウト時に Plan It を使⽤することで、それが可能になりま
す」と、American Express のグローバル消費者融資および共同ブランドの責任
者である Anthony Cirri は述べています。 クレジットカード発⾏者は、BNPL
をリワードプログラムに統合することで多くの利益を得ることができます。少
なくとも 1 枚のポイント付きクレジットカードを持っている 18 歳から 31 歳の
43％（旅⾏でクレジットカードの代わりに BNPL を選ぶ可能性が最も⾼い年齢
層）をさらに取り込み、残りの 57％をポイントプログラムに参加させることが
できる可能性があります。クレジットカード発⾏会社は、購⼊資⾦調達のフード
チェーンにおいて、第三者である BNPL 会社に代わって、⼩売業者との⼿数料
体系を再交渉することができます。クレジットカード発⾏会社は、即時決済のメ
リットと、BNPL プログラムによってもたらされる売上増、注⽂数の増加、新規
顧客の獲得というメリットを加盟店に提供することができる。 
競争の激化が続いている  The competitive heat is on 
競争の激化は、クレジットカード発⾏者が BNPL に投資するための説得⼒のあ
る議論になる可能性もあります。テクノロジー企業は、銀⾏（クレジットカード
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の主要な発⾏者）のより収益性の⾼い事業を侵害し始めています。 
「シンプルさ、効率性、低コストのためにフィンテックを選択する顧客が増える
につれ、多くのテクノロジー企業が銀⾏タイプのサービスを拡⼤して、⽀払い、
貯蓄、投資を含めています」と RBC Capital Markets は報告しています。リワー
ドプログラムは、クレジットカード発⾏者が BNPL 貸し⼿と差別化するための
⽅法でした。ただし、ますます多くの BNPL フィンテックが報酬プログラムを
追加しています。たとえば、BNPL 会社の Klarna は、2020 年に Vibe と呼ばれ
る報酬プログラムを開始しました。消費者が Klarna を使⽤してオンライン購⼊
の⽀払いを⾏うと、ポイントを獲得し、Klarna パートナーからのギフトカード
などの特典と交換できます。知っていましたか？ 
デジタルウォレットは、クレジットカード発⾏者がモバイル決済のトレンドに
参加するための経路です。ただし、Apple は、Apple Pay デジタルウォレットユ
ーザーが分割払いで購⼊することを可能にするプログラムに取り組んでいます。 
新しいプログラムである Apple Pay Later は、消費者の既存のクレジットライン
（通常はクレジットカード）を使⽤して、分割払いの資⾦を調達する可能性があ
ります。そうすることで、リボルビングローン（クレジットカード発⾏者が提供
するタイプ）になる可能性のあるものを BNPL ローンに効果的に変換します。 
カード発⾏者が BNPL パイの⼀部を取得する⽅法 
How issuers are getting a piece of the BNPL pie 
市場シェアが脅かされる中、クレジットカード発⾏者は BNPL 製品の開発に熱
⼼に取り組んできました。American Express、Chase、および Citibank は、カー
ド所有者が⼤規模な購⼊を⽉額固定料⾦と無利⼦の⽀払いに分割できる BNPL
プログラムを開始および拡張しました。他の⼤⼿銀⾏や決済ネットワークも、独
⾃の BNPL プログラムを検討していると発表しています。クレジットカード発
⾏者は、フィンテック企業が銀⾏に対して持っているように⾒える利点、つまり
⼩売業者の e コマースサイトとの統合を克服することもできます。これにより、
チェックアウト時に BNPL オプションが可能になります。 
銀⾏はすでに同じ機能を提供する⾃社製のオプションを持っています。クレジ
ットカード発⾏会社は、ロイヤリティ・テクノロジー・パートナーを活⽤し、発
⾏会社の旅⾏予約プラットフォームのチェックアウト時に BNPL ⽀払いオプシ
ョンを提供することができます。 
さらに、発⾏会社が加盟店であり⾦融機関でもある旅⾏プラットフォームで
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BNPL を提供することは、予約と予約⾦額の増加を意味し、取引の両側で発⾏
会社に利益をもたらします。今のところ、アメリカン・エキスプレスは、
AmexTravel の航空券とホテルのチェックアウト時に統合された「Pay It, Plan It」
プログラムで、この分野をリードしています。旅⾏特典プログラムにおいて、
BNPL 取引とアカウント・サービスを⾃社で⾏うことは、発⾏者のブランドを
守ることにもなる。BNPL 企業は販売時点で最⾼のサービスを提供するが、フ
ライトのキャンセルや遅延で追加料⾦が発⽣すると、興味を失ってしまう企業
もある。クレジットカード発⾏会社は通常、クレジットカード・プログラムの会
員候補に対して、より徹底した信⽤度のチェックを⾏うが、⼀種の仮会員と引き
換えに（⼀部の BNPL 会社が⾏っているように）ソフトチェックを検討する場
合もある。消費者が短期ローンを完済して適切な⾏動を⽰せば、発⾏者は、発⾏
者のポイントプログラムやその他の特典を利⽤できる、より伝統的なリボルビ
ングラインを提供することができるだろう。 
銀⾏には、同じ機能を提供する社内オプションがすでにあります。クレジットカ
ード発⾏者は、ロイヤルティテクノロジーパートナーを活⽤して、発⾏者の旅⾏
予約プラットフォームでのチェックアウト時に BNPL ⽀払いオプションを提供
できます。このプラットフォームでは、消費者がアクセスしやすく、参加率が⾼
くなります。さらに、発⾏者がマーチャントと⾦融業者の両⽅である旅⾏プラッ
トフォームを介して BNPL を提供することは、予約の増加と予約のバリュー。
がトランザクションの両端で発⾏者に利益をもたらすことを意味します。 
これまでのところ、American Express は、AmexTravel のフライトとホテルのチ
ェックアウト時に統合された“Pay It、Plan It”プログラムで、このパックをリー
ドしています。旅⾏特典プログラムで BNPL トランザクションとアカウントサ
ービスを社内で維持することも、発⾏者のブランドを保護します。 
BNPL の会社は販売時点で最⾼の状態ですが、フライトがキャンセルされたり
遅れたりすると追加料⾦が発⽣して興味を失う会社もあります。クレジットカ
ード発⾏者は通常、潜在的なクレジットカードプログラムメンバーの信⽤度を
より徹底的にチェックしますが、⼀種の暫定メンバーシップと引き換えにソフ
トチェックを検討する場合があります（⼀部の BNPL 企業が⾏うように）。 
消費者が短期ローンを返済することによって適切な⾏動を⽰したら、発⾏者は、
発⾏者の報酬プログラムやその他の特典へのアクセスを伴う、より伝統的なリ
ボールビング信⽤枠を提供することができます。 
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BNPL を歓迎する  Bringing BNPL into the fold 
Buy-now-Pay-Later ファイナンスは、クレジットカード発⾏会社の得意とする
決済⼿段である。クレジットカード発⾏会社の旅⾏予約プラットフォームを通
じて、旅⾏特典プログラムにシームレスに導⼊することができ、旅⾏以外の⽀出
カテゴリーにも応⽤できる可能性がある。 BNPL は、消費者の⾼い需要、爆発
的な成⻑、即効性のある収益、低い導⼊コスト（クレジットカード発⾏会社がす
でに管理インフラを備えている）など、急成⻑する新しいビジネスモデルの属性
をすべて備えています。また、クレジットカード発⾏会社にとっても、無視でき
ないトレンドのひとつとなりそうだ。(4/4 https://www.phocuswire.com/Buy-
now-pay-later-opportunity-credit-card-issuers-
travel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=7798E1381467C7B ) 
 
6. ソーシャル・モバイル・キャッシュレス、Z 世代の旅⾏と⽀払いトレンド 
ある調査によると、Z 世代のコホートは、今年、他のどの世代よりも多くの旅⾏
を計画しています。2022 年の Avail State of Travel の調査によると、Z 世代の旅
⾏者の 72％が、ミレニアル世代の 70％とベビーブーム世代の 61％と⽐較して、
COVID 以前の時代と⽐較して 2022 年に多かれ少なかれ同じ⽀出を計画してい
ると述べています。2,000 ⼈のアメリカ⼈を対象にしたこの調査では、さまざま
なコホートに⼤規模な旅⾏に投資する予定があるかどうかを尋ねました。Z 世
代の旅⾏者の 71％が、ミレニアル世代の 68％、X 世代の 60％、ベビーブーム世
代の 51％とともに、投資することに同意しました。さらに、1997 年以降に⽣ま
れた Z 世代の 71％は、同数のミレニアル世代に匹敵するように、今年はさらに
旅⾏する計画を⽴てています。 
Z 世代が旅⾏にどのように⽀払うかについての洞察を提供することは、⽀払い
スペシャリストの Thune とは別の研究です。このレポートによると、Z 世代は
ソーシャルメディアに⽬を向け、トランザクションにモバイルウォレットを使
⽤しているとのことです。Thune のレポートによると、“Zoomers”は現在 25 億
⼈を占めており、2019 年にはミレニアル世代を上回っています。 
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Z 世代は他のどの世代よりもソーシャルメディアの影響を受けており、10 ⼈中
8 ⼈が 1 ⽇に複数回アカウントにチェックインしているとのことです。 
さらに、66％が、最初にオンラインで⾒つけた商品を購⼊したと答えています。 
Thune によると、このコホートは従来の⾦融商品にも拍⾞をかけ、62％が銀⾏
⼝座を持たず、新興市場でモバイルウォレットを使⽤する数が 50％近く増えて
います。調査によると、欧⽶市場の Zoomers のほぼ 25％は現⾦を使⽤していま
せんが、新興市場では依然として現⾦⽀払いが普及しています。 
従来の⾦融商品から離れる傾向は、後払い（BNPL）などの新しい旅⾏⽀払い⽅
法の出現でも明らかになっています。スタートアップの Fly Now Pay Later は、
今年初めに 7500 万ドルの資⾦を調達しましたが、昨年末、決済スペシャリスト
の Klarna がオンライン旅⾏プランナーの Inspirock を買収し、旅⾏のための
BNPL オプションをさらに広げました。 
Thune 社の CEO である Peter De Caluwe は、「この世代は、『ダイヤルアップ』
や『デスクトップ』が無意味な⾔葉であり、モバイルファーストを考えるだけで
なく、アプリ、ソーシャルメディア、デジタルプラットフォーム、さらにはメタ
バースの中で⽣き、呼吸している世代です」と述べています。多くの企業、特に
急成⻑に依存している企業の収益と戦略的計画は、この世代に依存しているの
ですから、私たちはこの世代を真剣に受け⽌め始めるべきでしょう。Thune の
調査は、13 の先進国と新興国の 16 歳から 24 歳の 6,500 ⼈へのインタビューを
通 じ て 実 施 さ れ ま し た 。 両 調 査 で 強 調 さ れ た 傾 向 は 、 Z 世 代 に 関 す る
Phocuswright 社の最近の調査を反映しており、この世代はソーシャルメディア
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を旅⾏先や旅⾏中のアクティビティ調査に最も有⽤であると考えていることが
明らかになっています。また、Z 世代は、旅⾏に関する他の要素についてもソー
シャルメディアを利⽤しており、ミレニアル世代を除く他のすべての世代を上
回っています。 
(4/5 https://www.phocuswire.com/Gen-Z-travel-and-payment-
trends?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc
_id=7798E1381467C7B ) 
 
7. 誰もがボット嫌いだが、旅⾏業界には必要 
航空業界は、暖かい季節が近づくにつれ、航空機の利⽤が増加するため、厳しい
態勢をとっています。そして、パンデミックによる莫⼤な損失を補うために、1
ペニーでも多くの収益を必要としています。この課題に取り組むため、航空会社
が旅⾏情報の膨⼤なリアルタイムデータベースを合理化し、競争⼒のある価格
を最適化するのに役⽴つデータスクレイピングボットは、俎上に上る可能性が
あります。航空会社の多くは、実際の航空券そのものから得られる利益が⾮常に
少ないため、ボットは航空会社にかなりの損害を与えています。航空会社の収益
のほとんどは、機内アップグレードや、レンタカーやホテルなど、航空会社のウ
ェブサイトを通じて⾏われる関連予約のアフィリエイト報酬によるものです。 
しかし、ボットを排除することの問題点は、予約プロセスを最適化することで、
旅⾏者がより簡単に、より安く、⾃分に最も適した取引を⾒つけることができる
ようになり、実際に節約につながることです。 
旅⾏ボット：⼀緒になることはできないが、それ無しでも⽣きられない 
Travel bots: Canʼt live with them, canʼt live without them 
ここ数年の激動にもかかわらず、旅⾏業界は依然として競争の激しいビジネス
環境である。そして、他の多くの業界と同様に、この業界もデータを、売上、リ
ーチ、価値（value）を促進する鍵を握る通貨の⼀種として捉えるようになりま
した。Expedia、Kayak、Skyscanner などのオンライン旅⾏代理店が、このこと
にいち早く気づき、今⽇の旅⾏業界をリードする存在となったことは、おそらく
この業界にとって不利なことだったでしょう。ほとんどの航空会社にとって、
OTA 航空便を流通・販売し、航空会社の低い搭乗率での損失を最⼩限に抑えて
います。そのために、OTA やアグリゲーターは、合意した条件のもと、航空会
社からフライト情報のデータをかき集め、関連する⼿数料を受け取るのです。 
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データをかき集めるために、OTA は⾃動化されたスクリプトを使⽤して、航空
会社または予約エンジンに、通常航空会社がオープンにしているアプリケーシ
ョンプログラミングインターフェース（API）を介してアクセスします。このよ
うなスクリプトはボットと呼ばれ、⼀般的に航空会社のウェブサイトのトラフ
ィックの 90％以上を占めています。その結果、航空券は航空会社に直接予約さ
れるのではなく、OTA で予約されることになります。航空会社は、OTA に提
携料を⽀払うことで、微々たる利益を OTA とシェアすることになる。航空会社
が OTA に⽀払うのは、航空会社⾃⾝のデータを使って旅⾏者を別の場所で予約
させるためという、これはちょっと不合理な話である。  
OTA はチェックインまで航空会社とデータを共有する必要がないため、顧客の
プロセスで何らかの変更が発⽣した場合、何等の対応も取らないで利益のシェ
アを要求できるが、⼀⽅、航空会社は通常、⽪⾁にも、顧客の苦難に対して最終
的に責任を負わされる。ボットトラフィックの多さは、航空会社がウェブサイト
とビジネスパフォーマンスを理解するために設計された重要なビジネス指標、
例えば、予約あたりのフライトリクエスト回数として定義されるルック・トゥ・
ブック・レシオを歪めてしまうのです。しかし、OTA と航空会社は今までに、
もっと良い均衡を保ってきたのではないだろうか？ そうではない。航空会社は、
このオープンでスクレイプフレンドリーなアプローチによって、OTA と悪意の
ある攻撃者の両⽅から搾取されることになったのです。不正なスクレイピング
やシートの回転（seat spinning）から、ロイヤリティプログラムの悪⽤、フライ
トシートの協調的な⼤量予約まで、総合すると、ボットは航空会社にとって⼤き
な頭痛の種となっているのです。2017 年、悪質なボットの割合が⾼かったのは、
ギャンブル業界だけでした。しかも、それは不正⾏為との闘いに⾔及する前の話
です。そこで問題となるのは、こうしたボットに対してどう対処するかというこ
とです。 
従来のボット対策は害悪でしかない 
Traditional bot mitigation does more harm than good 
テクノロジーが徐々に追いつき、プラットフォームはますます強固なボット軽
減アプローチを提供するようになりましたが、これは必ずしも全てがそうなっ
たわけではありません。当初、CAPTCHA のようなセキュリティ検査は、⼈間
とボットを分離する⽬的で実装されました。しかし、時が経つにつれ、これらの
実装は、特にユーザーエクスペリエンスにおいて、間違いなく益となるよりも害
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となることが多くなってきました。⾟抱強い顧客は、⾯倒なセキュリティ検査に
イライラして購⼊を中断するようになり、CAPTCHA を突破したユーザーも、
やはりボットであることがしばしば判明したのです。⽪⾁なことに、彼らは⼈間
を凌駕するようにさえなったのです。 
より良い均衡の必要性  The needs for a better equilibrium 
ボットはセキュリティ管理上、地雷原を作ることになりますが、顧客に優しいプ
ロセスを合理化する上で重要な役割を果たします。業界では、ボットを悪者扱い
していますが、それと同じくらい頼りにしています。⼈間が最も便利で摩擦のな
いサービスを受け、悪意のあるボットが徐々に淘汰されていく、より調和のとれ
た均衡が市場には必要なのです ― ただし、OTA ビジネスを窒息させるほどで
はありません。そして、その兆しは明るいものです。今⽇のボット対策アプロー
チとテクノロジーは、異常な⾏動や疑わしい⾏動の検出を改善することで、悪質
なボットを特定し始めているのです。有望な戦略は、ユーザーがウェブページと
やりとりしている⽅法に着⽬し、疑わしいパターンを⽰すユーザーに対して追
加のチェックアップチャレンジを送信することです。これは、⼈間とボットを⾒
分ける良い⽅法であり、良いボットと悪いボットを⾒分けるための前提条件と
なります。また、ユーザーのデバイスへのフォーカスを強化することも有効で
す。テレメトリー（telemetry）分析により、実際のユーザーを模倣したボットエ
ミュレーターをより簡単に特定できます。また、デバイスが“ジェイルブレイク
（jailbroken）”されているかどうかなどの指標により、疑わしい活動や不正な活
動を特定することができます。ユーザーのブラウザの特性（ヘッダーリクエス
ト、ブラウザ拡張機能、グラフィックライブラリの使⽤）を理解するのに役⽴つ
この⾼精細デバイス指紋は、ボットオペレータやエミュレータが偽装するのが
ますます難しくなってきています。⽪⾁なことに、こうした最先端のボットにと
って最も難しいことの 1 つは、実際の⼈間のユーザーのランダム性をエミュレ
ートすることです。例えば、カーソルの動き。⼈間のパターンが完全な直線でな
いのに対し、ボットのパターンはすべて直線である。キー操作やマウス操作の解
析は、この点で⼤きな進歩を遂げていますが、まだまだ道のりは⻑いと⾔えま
す。安全性と摩擦のバランスを取ることは、従来はギブアンドテイクのゲームで
したが、テクノロジーと検出の進歩を利⽤することで、プラットフォームは両者
の⻑所を⽣かした道を歩み始めることができます。 
航空業界はあまりにも⻑い間、お客さまを窮地に追いやってきましたから、これ
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は最も歓迎すべき動きでしょう。この関係がより健全になれば、航空会社が“計
算された不幸（calculated misery）”に乗じて、基本的な製品やサービスを低品質
かつ不快なものにし、⼈々がそれを避けるためにより多くのお⾦を払うように
するような⾏為は、幸いにも減少し始めるでしょう。 
航空業界にとって、ビジネスを混乱させるのが⼤好きな悪意のあるボットから
ウェブサイト、モバイルアプリ、API を保護することの重要性を忘れてはならな
いでしょう。さらに重要なのは、悪質かどうかにかかわらず、ボットが航空会社
と顧客の両⽅に損害を与えるほどエコシステムを腐敗させないということを忘
れないようにしましょう。適切なイノベーションがあれば、旅⾏とボットは平和
的に共存できるのです。 
著者：Eduardo Rocha 博⼠は、GlobalDots のシニア・セールス・エンジニア兼
セキュリティ・アナリスト。 
(4/5 https://www.phocuswire.com/everyone-hates-bots-but-the-travel-
industry-needs-them?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
8. 団体旅⾏需要増加、しかしパンデミックのトレンド残る 
報告書によると、⽶国ではグループ旅⾏が増加しており、“予約済み（on-the-
book）”のグループアドバンス OCC はすでに 2021 年と 2020 年のパフォーマン
スを上回っています。Amadeus は、同社の Demand360 テクノロジーのデータ
を調べて、増加率を明らかにし、2022 年の⽶国のグループビジネスの傾向を明
らかにしました。ビジネスが改善している間、グループ旅⾏の申請は、2019 年
の 58％から 2022 年には 63％に上昇する 50 ⼈のグループのイベント RFP によ
って変化しました。さらに、平均リードタイムは 2019 年の 223 ⽇から昨年は
193 ⽇に減少しました。このレポートはまた、チームがより少ない労⼒でより多
くのことをしなければならないことを明らかにしており、営業および運⽤チー
ムは、従業員を減らしてより⼩さなプロジェクトを処理する必要があります。 
ホテルと企業間の提携など、ビジネスへのさまざまなアプローチも、予約を確保
し、リーチを拡⼤する⽅法と⾒なされています。 
ただし、ホテルはゲストプロファイルの洞察を使⽤して新しい収益源を開拓し、
ポートフォリオ内のプロパティ間で潜在的な予約を共有できるため、データは
重要です。このレポートは、地元の企業や在宅勤務者がホテルの施設を利⽤でき
るようにするために Accor によって導⼊されたような概念についても⽰してい
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ます。Amadeus のホスピタリティ向けホテルプロパティソリューションのシニ
アバイスプレジデントである Daniel OʼKeefe は、2021 年の第 4 四半期のグルー
プ旅⾏の周り。 
「2022 年の展望はまだ進展中ですが、⽶国では現実的に楽観視できる要因があ
り、2021 年の第 4 四半期にグループ旅⾏で築いた勢いが継続する兆しがあり
ます。このレポートから得られる重要なポイントの 1 つは、パンデミック時に
会議・イベント担当役員が直⾯する多くの課題を克服するための前提条件とし
て、過去と将来の両⽅のデータが重要であることです。営業チームやオペレーシ
ョンチームが減少している状況では、正確なデータと情報が重要であり、チーム
はそれに基づいて効率的に⾏動するための専⾨知識を必要としています。" 
Salesforce と 共 同 で ま と め ら れ た 本 レ ポ ー ト は 、 https://www.amadeus-
hospitality.com/resources/five-trends-that-will-define-group-travel-in-2022/ か
らダウンロードできます。 
(4/6 https://www.phocuswire.com/group-travel-on-the-rise-in-
US?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id
=7798E1381467C7B ) 
 
9. In The BIG CHAIR: Vivi Cahyadi Himmel, AltoVita 
Vivi Cahyadi Himmel は、⼈間中⼼のアプローチで階層化されたエンタープライ
ズソフトウェアで企業の宿泊施設セクターを強化するプラットフォームである
AltoVita を共同設⽴しました。Cahyadi Himmel は、⾦融および投資銀⾏でのキ
ャリアを経て、2018 年に AltoVita を⽴ち上げました。このプラットフォームに
は、現在、世界の 1,200 都市に 100 万を超える物件があります。 
Q: どうやって AltoVita を設⽴したのですか？市場にはどのようなギャップが
ありましたか？ 
私の共同創設者[Karolina Saviova]と私は 2018 年 1 ⽉にプラットフォームを⽴
ち上げました。当時、私たちは⾮常にシンプルな使命を持っていました。それは、
Airbnb やサービス付きアパートなどの代替宿泊施設を標準化して品質保証を提
供することでした。しかし、多くの異なるチャネルをテストした後、私たちは、
品質管理プロトコルに真に共鳴したのは企業のクライアント、リロケーション
のクライアントであることがわかりました。私たちの製品市場は、私たちがレガ
シーの企業宿泊施設市場と呼んでいるものに適合していることがわかりました。
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その後、パンデミックの間、私たちはまだ製品市場の適合に未熟でした。いくつ
かのアーリーアダプター、引っ越し会社がありました。 
出張が閉鎖されていることは理解していましたが、Global 2000 企業の従業員が
まだ世界中に転居しているのを⽬にしました・・・そこで、過去 2 年間、この市
場参⼊に焦点を合わせました。私のキャリアの最初の 5 年間は、⾦融と投資銀
⾏業務でした。私は実際、以前の雇⽤主のために、幸いにも、ニューヨークから
⾹港へ、⾹港からロンドンへと数回移動しました。この旅の途中でとても価値が
あると感じましたが、調べてみるとシステムが壊れていることがわかりました。
バックエンドは実際には存在しませんでした。PDF、電⼦メール、スプレッドシ
ートは依然として普及していました。そこで、多くの PMS やチャネルマネージ
ャーとの迅速な統合を可能にするスケーラブルな API ファーストのインフラス
トラクチャを構築し、チームの接続に⾮常に豊富でスケーラブルなコンテンツ
をもたらしました。 
私たちは Rentals United、Guesty などと協⼒して、企業の宿泊施設を蓄積して
きました。また、オペレーターがホスピタリティサービスを提供し、適切な管理
プロトコルを使⽤できるようにすることを含む、いわゆる 4 層品質管理と組み
合わせます。また、クライアント向けのインターフェースにオンラインで掲載さ
れる前に、すべてのプロパティを調査します。また、独⾃の事前検査も⾏ってい
るため、チェックインのたびに、アパートの外観に関する地盤⼯学（geotech）
レポートが提供されます。すべてのホスピタリティオペレーターが回答しなけ
ればならない質問の⾮常に網羅的なリストがあります。これにより、問題が発⽣
した場合に、より積極的に対応できるようになります。最後に、四半期ごとのパ
フォーマンス測定を⾏い、すべてのホスピタリティオペレーターとレビューし
ます。その組み合わせは成功の秘訣です。 
私たちの⾒解では、AltoVita の位置は⾮常に明確です。地元の⼈のように暮らし
たいのなら、リスクを冒してください。おそらく Vrbo か Airbnb が正しい選択
かもしれません。・・・⻑期滞在、品質保証、安全コンプライアンス、注意義務
のために、それは AltoVita であり、これが私たちのブランドが表すものです。
企業の宿泊施設、そして世界中の従業員のためのプラットフォームです。 
Q: パンデミックは、企業住宅（corporate housing）における技術に焦点を当て
たソリューションの必要性をどのように明らかにしましたか？技術第⼀の企業
として、AltoVita はこの分野でどのように資本を活⽤する⽴場にありましたか？ 
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私たちは、製品市場に適合してから 3〜4 年です。もちろん、毎⽇、毎秒、毎時、
市場のポジショニングは微調整され続けています。しかし、企業住宅における技
術ソリューションの必要性は⻑い間延期されてきました。明らかにパンデミッ
クの前でさえ、宿泊施設の予約と確保のためだけでなく、予約の旅だけでなく、
旅⾏バイヤー、旅⾏マネージャー、モビリティマネージャー、移転マネージャー
による舞台裏でのすべての作業、そしてそれは予算編成、コスト予測とポリシー
作成に関係します。パンデミックはそれをさらに押し進めました。2 年前に起こ
ったとき、コストの抑制、透明性、説明責任、データ主導の注意義務をどのよう
に実証するかなどの⾔葉を聞きました。ヒューマンエラーを排除できるインフ
ラストラクチャをどのように活⽤しますか？ですから、⼈間が⼈間のことをで
きるようにするのです。次に、従業員の選択です。従来、企業の宿泊施設の選択
肢は、実際には 3 つか 4 つの選択肢に制限されており、40 時間、48 時間の⼿動
介⼊などがあります。私は素晴らしい経験をしましたが、予約ごとに、新しい仕
事に最⼤ 2 ⽇かかることを知りませんでした。 
それを合理化する必要があり、数分以内にそれを実現することができます。さら
に、わたくしたちのコア/フレックス製品（core/flex product）では、従業員の選
択を可能にすると同時に、従業員のレベル、家族、場所に注意するポリシー作成
が組み込まれています。あなたが出張のために⼈々を送るとき、それはただその
⼀⼈の個⼈であるため、家族の⼤きさはとても重要です。しかし、あなたが転勤
のために従業員を派遣している場合、それはあなたの家族、彼らのペット、そし
て他のすべてに影響を与えることがよくあります。私たちは、従業員が従業員の
⾃律性と柔軟性を持つことを可能にするこのロジックを構築しましたが、同時
に、特に家族の規模に関しては、これを考慮に⼊れています。 
最後に、コンテンツの豊富さについてです。企業の宿泊施設の安全性は⾮常に重
要です。次に持続可能性の価値は、GDS よりも重要です。最終的に、AltoVita
は GDS の未来です。私たちは、そのブルースクリーンから、多くの異なるシス
テムと通信できる⾮常に直感的でリッチなコンテンツプラットフォームテクノ
ロジーに移⾏していると思います。これにより、サプライチェーンからのコンテ
ンツを⾮常に⾼速かつ効率的に集約し、安全性、アクセシビリティ、ペットにや
さしい、家族にやさしい、持続可能性など、コンテンツのさまざまな側⾯のデモ
ンストレーションを充実させることができます。 
Q: AltoVita は過去 1 年間でどのように成⻑しましたか？また、将来の成⻑にど
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のように⽬を向けていますか？資⾦調達をお探しですか？ 
ちょうど 2 年前、基本的に私たちは皆混乱していました。私の共同創設者と私
は、座って、可能な限りコストを最⼩限に抑えました。・・・それで、パンデミ
ックの前はヨーロッパに限定されていたので、AltoVita をグローバル化しよう
と⾔いました。とにかく多くの不動産業者が予約を失い、彼らには時間がありま
した。私たちはさまざまなニッチな顧客を呼び込んでいたので、それは成功しま
した。第⼆に、技術を活性化することでした。私たちは MVP を持っており、パ
ンデミックを利⽤してエンジニアリングリソースの⼈員配置を継続しました。
他の多くのシステムとの迅速な統合を可能にする第 2 世代のプラットフォーム
を構築しました。 
では、どのように成⻑したのでしょうか。9 ⼈の従業員から 45 ⼈になり、AltoVita
を 400 か所から 1,238 か所にグローバル化しました。私たちは 2020 年に牽引⼒
を 3 倍にし、昨年は多くの旅⾏会社が冬眠または労働⼒の縮⼩を余儀なくされ
たときに 4 倍になりました。また、顧客ベースも前年⽐ 525％増加しました。 
資⾦調達、はい、私たちはエンジェル投資家の⾮常に協⼒的なネットワークを持
っています。最近、ファミリーオフィスが私たちのキャップテーブル（cap table）
に加わりました。私たちには、パンデミックの間ずっと私たちを⽀援し、⽀援し
てくれた投資家がいます。うまくいけば、今年はより⼤きな資⾦調達に向けて準
備を進めています。パンデミックの際に私たちが⾏ったすべての努⼒は、牽引⼒
の⽔⾨を開くと思います。今年だけで、前⽉⽐で 20％の成⻑が⾒られたからで
す。同じトラクションを続ければ、2026 年までに美しく抜け出せると思います。 
Q: 成⻑の終わりに、あなたは最近、クライアントパートナーシップの責任者と
して Jessica Land を任命し、Tara Scrivener グローバルアカウントマネージャー
に任命しました。これらの採⽤は、ダイバーシティとインクルージョンに対する
AltoVita の取り組みをどのように反映していますか？ 
ダイバーシティとインクルージョンは、成⻑しながら、それが何であるかをある
程度理解しました。おそらく過去 3〜4 年まで、それが何を意味するのかを本当
に理解することはできませんでした。私は幸運にも平等な家族ができ、私を信じ
てくれる⼈々がいて、私を優れたものにするためのリソースとスキルと教育を
持っているという素晴らしい機会がたくさんありました。しかし、キャリアに時
間を費やすにつれて、成功した⼥性はまだ例外であり、成熟するにつれてますま
す多くの⼥性が苦労していることがわかります。私たちは、他の⼥性に⼒を与え
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ることができる⼥性に⼒を与えることを約束したいと思います。ロシアのウク
ライナでは、⼥性がキャリアに集中するのではなく、国境を越えて駅で出産しな
ければならなかった状況を⾒ると、さらにそうです。 
私たちは、賃⾦格差、多様性、包括性について話し合うことができる⾮常に恵ま
れた⽴場にあると思います。ですから、私たちにできることはごくわずかです
が、⼥性に⼒を与え、内⾯から昇進し、適切なメンターシップと機会へのアクセ
スを提供し続けたいと考えています。さらに重要なことは、私たちは男性と⼥性
の両⽅が平等に補償され、私たちの多様性について報告できることを誇りに思
うことができるようにしたいのです。 
Q: ⼥性を指導的地位に昇格させる上でどのような障害が残っていますか？ま
た、業界はどのように⼥性を乗り越えることができますか？ 
それはすべて、それを⾔うだけでなく、実際にあなたの決定を実証する責任があ
るという意識的な決定から始まります。この場合の私たちにとっては、従業員の
昇進に関して計算されたリスクを取り、それから彼らがキャリアを加速し、内側
から⾒るのを助けることができることであると思います。そしてそれを業界に
共有することさえできます。 
⼀⽇の終わりに、私たちは⼥性リーダーに⼒を与え、彼らの経験を活⽤し、彼ら
の創造性と想像⼒を利⽤し、彼らの役割と責任を受け⼊れることができるよう
に彼らの声を⾒つけるための安全な環境を作ることができます。 
先ほどのメンターシップについてお話しましたが、家族の養育費の範囲でさえ、
まだ答えがありませんが、これからも調査と調査を続けていきたいと思います。
養育費に関しては、男性としての賃⾦⽔準。特に独⾝⼥性の場合、育児は⾮常に
⾼額であるため、多くの場合、給与と同じくらい⾼額です。それが、⼥性が後退
する根本的な理由です。 
これは私が深く情熱を注いでいることであり、私はそれに多くの研究をもたら
しています。そして、答えが出たら、これは、⼥性の育児を具体的に⽀援できる
ように、いつか、できれば今年も公表したい⽅針です。 
Q: 旅⾏やテクノロジーでのキャリアを考えている⼥性にどのようなアドバイ
スをしますか？ 
メンターシップとリバースメンターシッププログラムは素晴らしいと思います。
私は逆メンターシップと⾔いますが、それはどういう意味ですか？私にとって、
私は 20 年間キャリアを積んでいますが、⼤学を卒業したばかりの⼈や、おそら
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く 5 年から 10 年の経験を持つ⼈もたくさんいます。私は若い同僚から常に多く
のことを学んでいることに気づきました。彼らは私が持っていない精神的能⼒
と精神的資源を持っています。そして、彼らは⾮常に新鮮な視点から⽣まれ、私
が持っていない適切なテクノロジーを使⽤するのに機知に富むことができます。
個⼈的には、これが何よりも私にとってのメンターシップだと感じています。 
ここでのポイントは、若い⼥性に学習と⾃⼰教育を続けるようにアドバイスす
ることです。それは、あなたがゲームの先を⾏くことを確実にする 1 つの⽅法
だからです。最後に、AltoVita の成⻑にとって強⼒であると思うのは、ファン、
早期導⼊者（early adopters）、あなたのビジョンを信じる投資家のエコシステム
を構築することですが、同時に説明責任を⽰すことができなければなりません。 
Q: AltoVita の持続可能性への取り組みについて詳しく説明できますか？ 
昨年、オープンイノベーションサミットの⼀環として、モジュラーフィルターテ
クノロジーと呼ばれるものを開発しました。アメニティやさまざまなセクショ
ンを⾮常に簡単に追加または削除できるため、モジュール式です。私たちはペッ
トフィルターでそれをしました。これはパンデミックの最中だった。ペットの移
転は 50％増加し、ほとんどすべてのリクエストはペットに関連していました。 
⼆つ⽬は、安全と安⼼です。このセクションを追加しました。これは、たとえば
煙探知器を⾮常に簡単にフィルタリングできます。また、スケーラブルなインフ
ラストラクチャにより、数回クリックするだけでフィルタリングできます。もち
ろん、製品開発にはそれよりも時間がかかりますが、基本的には安全、セキュリ
ティ専⽤のセクションがあります。また、昨年末、持続可能性がより重視された
ため、サステナビリティセクションにモジュラーフィルターテクノロジーを追
加しました。ここでも、グリーンエネルギーでこれらのプロパティを⾮常に迅速
に並べ替えることができます。今年は、安全性と持続可能性をまったく新しいレ
ベルに引き上げたいと考えています。安全⾯では、Breezeway と提携していま
す。彼らは運⽤管理を専⾨としており、安全性を別のレベルに引き上げました。
最終的に私たちが⾏うことは、Breezeway と統合し、2 つのシステムが通信でき
るようにすることです。これにより、安全セクションだけでなく、質問、写真、
関連セクションのジオテック画像を含む安全証明書または安全レビュー済みの
証拠もあります。つまり、煙探知器です。 
持続可能性の⾯では、安全性と同じように、フィルターすることができます。プ
ロパティカードでは、どのプロパティに安全性の証拠があり、持続可能な慣⾏が
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あるかを確認できるはずです。理想的な世界では、1 泊あたりの炭素排出量も表
⽰したいのですが、これはデータの制限とサプライチェーン内の認識不⾜によ
るものだと思います。これをフェーズ 2、フェーズ 3 と⾒なします。しかし、夢
はこれをプロパティカードに記載し、データを並べ替える⽅法として炭素排出
量を設定することです。私たちが計画しているのは、基本的に持続可能性の実践
セクションを導⼊することです。ここでも、ジオテックの画像とビデオに裏打ち
された、この特定の不動産のすべての持続可能な実践を⾒ることができます。 
Q: AltoVita の次は何ですか？ 
私たちは、世界最⼤の企業向け宿泊施設の在庫を構築するという使命を負って
います。私たちの公式は、4 層の品質管理と、⼈間のタッチと組み合わせた API
ファーストのテクノロジーであることが証明されています。Hewlett Packard 
Enterprise や⽶国政府など、AltoVita の多くの幸せな早期導⼊者がいます。 
私たちは何かに先のことに取り組んでいると思います。私の投資銀⾏業務の経
歴を考えると、AltoVita の出⼝戦略については⾮常に明確です。私たちは魅⼒的
な M＆A のオファーに対してオープンマインドを保ちます。レガシー宿泊施設
と移転パートナーからすでにいくつかを受け取っています。私たちが正しく仕
事をしていれば、IPO によって最⾼の評価を得ることができるはずです。 
(4/6 https://www.phocuswire.com/ceo-interview-vivi-cahyadi-himmel-
altovita?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B ) 
 
10. CitizenM、メタバース⼟地購⼊ホテル建設 
CitizenM は、ホテルグループとして初めてメタバースでのホテル建設を開始し、
分散型ゲーム仮想世界 Sandbox の⼟地を購⼊する予定であると主張しています。 
このホテルブランドは、不動産を表す“LAND”と呼ばれる⾮代替トークン（NFT）
を介して、ユーザーが独⾃の世界や体験を作ることができる Sandbox メタバー
スにホテルを建設する計画だという。⻑期的には、NFT の売却益を使って、ト
ークン保有者が場所を決める現実の不動産に資⾦を提供したいとしている。 
アムステルダムに拠点を置く CitizenM は、2020 年に法⼈向けサブスクリプシ
ョンサービスを開始し、オンライン世界でのロイヤルティ構築に重点を置いて
いるという。同社は、アートベースの NFT コレクションを独占販売し、割引や
無料ドリンクなどの現実の報酬を仮想ホテルの建設に充てる計画だ。 
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CititzenM の最⾼マーケティング責任者 Robin Chadha は、「常に境界線を押し
広げ、従来のモデルに挑戦してきたブランドとして、この Sandbox での新しい
事業は、当社のブランド戦略だけでなく、クリエイティブなコミュニティやオン
ラインと現実世界の両⽅のお客様に対する当社のコミットメントに合致するも
のです。私たちは、今後数年間、メタバースにおける機会をさらに探求すること
に興奮しています」と述べています。また、このホテルがアバターの仕事場や宿
泊施設として利⽤されることも想定しており、バーチャル施設の完成後は、デジ
タルアートに基づく NFT を追加で提供する予定です。 
現実のホテルと並⾏して、CitizenM は分散型の⾃治組織を⽴ち上げる予定です。 
NFT と分散型コミュニティの可能性を探る旅⾏会社は、CitizenM が初めてでは
ありません。Civitatis 都市発⾒アプリの Questo は最近、メタバースである
QuestoWorld の⽴ち上げを発表し、10 万件の“Realm”NFT が存在し、それぞれ
が現実世界で⾏われるロールプレイゲームを表しています。ルフトハンザ・イノ
ベーション・ハブの最近のレポートでは、トラベルにおける NFT とブロックチ
ェーンの現在のユースケースとして、ロイヤルティやパスポートなど 3 つを取
り上げ、travala や Air Baltic などの企業がプロジェクトを進めていることが紹
介されています。 
また、今後メタバースを通じて旅⾏全体が組織化される可能性があり、この技術
はシェアリングエコノミーを促進するためにも利⽤される可能性があると⾔っ
ています。また、Disney は、テーマパークでバーチャルの概念をどのように取
り⼊れるかを検討していると⾔われています。 
(4/6 https://www.phocuswire.com/CitizenM-plans-metaverse-
purchase?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=7798E1381467C7B ) 
 
11. 社説：ウーバーのスーパーアプリ、導⼊タイミングが良い 
「誰もがシンプルで便利な⽅法で旅⾏の⼿配をする⾃由を⼤切にしています。
そのため、私たちはすべての旅⾏ニーズに対応するワンストップショップにな
ることに興奮しています」、これは今週の Uber のフライトとホテルのアプリ追
加に関する記事で、英国、北ヨーロッパ、東ヨーロッパ、Uber の地域総⽀配⼈
である Jamie Heywood からの引⽤である。 
Uber が先⽉ Uber Explore 製品を発売したとき、ライドヘイリングアプリがド
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アツードア体験のキャプチャに近づいていることを明確に⽰していました。 
今週発表された英国でのパイロットプログラムの⼀環としてのフライト、電⾞、
ホテル、レンタカーの追加は、“スーパーアプリ”の⽅法が Uber の⽅向性であり、
Uber が適切なタイミングでそこに到達していることを確認しています。 
スーパーアプリに関する話題は主にアジア太平洋地域の市場から来ていますが、
実際、AirAsia は旅⾏⽤スーパーアプリの分野のリーダーですが、この概念はよ
り広く検討され始めています。たとえば、インドには、アパレルから航空券まで
すべてを提供する e コマーススーパーアプリである Tata があります。⼀⽅、配
⾞サービス、マイクロモビリティ、配送会社の Bolt は、ヨーロッパ初のスーパ
ーアプリを⾃称しています。そしてもちろん、常に潜んでいるのは Google とい
う名前の⼤きな会社が、おそらくそのスーパーアプリの野⼼を実現するのに最
適な⽴場にあります。これらのスーパーアプリの開発は、特に若者の間での消費
者⾏動の変化と⼀致しています 
Thune の CEO である Peter De Caluwe は、Z 世代を最もよく⾔い表していま
す。「この世代は、"ダイヤルアップ "や "デスクトップ "という⾔葉が無意味で、
モバイルファーストを考えるだけでなく、アプリやソーシャルメディア、デジタ
ルプラットフォーム、さらにはメタバースの中で⽣きているのです」と⾔う。 
多くの企業、特に急成⻑に依存している企業の収益と戦略的計画は、この世代に
依存しているのですから、私たちはこの世代を真剣に受け⽌め始めるべきです。
⾔い換えれば、アプリの機能を構築することは⾮常に理にかなっています。なぜ
なら、それは消費者がとにかく時間を費やし、⽀払いと好みを維持している場所
だからです。 
Uber はこれを認識するのが賢明ですが、その成功は主に Uber が提供するもの
にかかっています。英国パイロットのパートナーはまだ発表されていません（た
だし、Dara Khosrowshahi の関係を考えると、Expedia は理にかなっています）。
パイロットを拡⼤する場合は、地域的な要因も考慮する必要があります。 
とにかく、消費者がオールインワンソリューションを探し求め、パンデミックが
デジタル化を推進し続けている今、⾏動を起こすことは賢明な賭けです。 
(4/8 https://www.phocuswire.com/sounding-off-156-uber-super-
app?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id
=7798E1381467C7B ) 
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12. ホスピタリティの逸失収⼊ソリューション 
「今⽇の理想的な商業リーダーは誰ですか。そして、意欲的なリーダーがそこに
たどり着くために取ることができる最も望ましいキャリアパスは何ですか？」
HospitalityNet World Panel シリーズの⼀部として Les Roches Global Hospitality
のプログラムディレクター、ホスピタリティ戦略とデジタルトランスフォーメ
ーションの修⼠号を取得した Scott Dahl に質問しました。 
私の⾒解では-どちらでもない！説明させてください。多くの場合、企業レベル
と不動産レベルの両⽅で、販売、マーケティング、および収益管理（RM）のス
ペシャリストとチームは、緊密な調整なしに、互いに分離して運営されていま
す。多くの場合、彼らは同じ部屋を売るために互いに競争しています。⾔い換え
れば、左⼿（1 つのチーム）は右⼿（残りのチーム）が何をしているのかを知ら
ず、流通チャネル、マーケティング効率、価格の完全性、そして最終的には全体
的な収益、利益、所有者の ROI の不均衡をもたらしています。 
従来、販売、マーケティング、RM は、独⾃の⽬標、テクノロジーツール、デー
タベース、ベンダーなどを備えた別々のチームとして運営されていました。しか
し、最も重要なことは、どちらも直接予約を増やしたり、リピートビジネスの割
合を増やしたりするように動機付けられていないことです。 
これは、OTA への依存、ロイヤルティメンバーの疎外、パンデミック前の時代
から始まった収益性の悪化など、収益機会を逃すという厄介な傾向の主な理由
の 1 つです。 
それで、解決策は何ですか？ 
私の⾒解では、唯⼀の解決策は、統合された収益創出の商業チームを作ることで
す。このひたむきなチームは、企業レベルと不動産レベルの両⽅に存在する必要
があり、販売、マーケティング、RM、および CRM スペシャリストと技術者で
構成される必要があります。このチームは、ゲストを獲得し、関与させ、維持す
るために協⼒するという任務を負わなければなりません。収益性とパフォーマ
ンスを最適化します。プロパティのチャネル戦略のバランスを取り、収益、特に
直接予約を増やします。この新しい統合収益創出チームを率いるのは誰です
か？不動産またはホテルの管理会社には、販売、マーケティング、RM、CRM、
テクノロジーの 5 つの分野すべてに精通した、部⾨の枠を超えたリーダーであ
る収益創出マネージャーまたは役員という新しい役割が必要です。CRM とテク
ノロジーが統合された収益創出チームの不可⽋な部分である必要がある理由は
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次のとおりです。 
CRM 
現在の⾮常に細分化されたアプローチの明⽩な例の 1 つは、過去のゲストエン
ゲージメントの取り組み（CRM）を、新規顧客の獲得やマーケティングの取り
組みから切り離しておくことです。たとえば、独⽴したホテルを⾒ると、特定の
夜のホテルの宿泊客の 10％から 15％未満がリピーターであり、85％から 90％
が初めての宿泊客です。過去のゲストの獲得は、新しいゲストの獲得よりも 10
〜15 倍安くなります。 
CRM テクノロジーとプログラムが整っていなければ、意味のあるリピートビジ
ネスを⾏うことはできません。ホテルの技術スタックの⼀部としての意味のあ
る CRM 技術アプリケーションのみが、過去および将来のゲストとの深い関わ
りを確実にすることができます。CRM tech は、滞在前、滞在中、滞在後の⾃動
化されたコミュニケーション、ゲスト満⾜度調査、ゲスト維持マーケティングの
⾃動化、ドリップマーケティングキャンペーンを提供するだけでなく、ゲスト認
識プログラム管理とロイヤルティマーケティングを通じてさらに⼀歩前進しま
す。これらの完全に⾃動化された CRM イニシアチブはすべて、今後および過去
のゲストとの「会話」を維持し、ゲストの関⼼を維持し、正しい⽅向に導きます。
つまり、⽬的地に再び訪れる時間になったときにホテルを予約します。 
さらに、最⾼のゲストに関する CRM ファーストパーティデータを使⽤して、
Google、Facebook、Instagram などで同様のオーディエンスマーケティングを開
始し、最⾼のゲストと同様の特性を持つ潜在的な顧客をターゲットにすること
ができます。 
テクノロジー 
パンデミックによりデジタルトランスフォーメーションが 10 年加速し
（McKinsey＆Company）、今⽇の旅⾏消費者はこれまで以上にデジタル化と技
術に精通しています。今⽇の旅⾏者のサービスに対する期待の多くは、セルフサ
ービス、DIY、オンラインの計画や予約から、⾮接触チェックイン、モバイルキ
ー、⾳声アシスタント、メッセージを介したホテルスタッフとのコミュニケーシ
ョンの好みにあります。これらの⾮常に技術に精通したゲストと彼らの⾮常に
⾼い技術への期待を「和らげる」には、真剣な技術の実装が必要です。 
この新しいテクノロジーに精通した顧客に加えて、深刻な労働⼒不⾜と達成不
可能な⼈件費が、ホテルの運営、ゲストサービスとコミュニケーション、収益管
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理、流通、CRM、マーケティングなど、テクノロジーが業界のあらゆる側⾯に
浸透している理由です。これには、テクノロジーのビジネスアプリケーション、
最新のテクノロジーイノベーション、ホスピタリティテクノロジーのトレンド
とベストプラクティス、理解、評価、選択、実装、およびおもてなしでテクノロ
ジーアプリケーションが必要です。 
今⽇の複雑な旅⾏カスタマージャーニーには、複数のデジタルタッチポイント
およびすべてのデジタルチャネルとデバイスにわたって旅⾏消費者を引き付け、
獲得し、サービスを提供し、維持するための統合戦略が必要であることは間違い
ありません。 
宿泊施設のひたむきなチーム（販売、マーケティング、RM、CRM、テクノロジ
ーのスペシャリストで構成される収益創出チーム）だけが、ゲストエンゲージメ
ント、獲得、維持、満⾜度を最適化し、収益と収益性を⾼めることができます。 
著者：Max Starkov は、ホスピタリティおよびオンライン旅⾏技術コンサルタン
トおよびストラテジストです。 
(4/8 https://www.phocuswire.com/the-solution-to-missed-revenue-
opportunities-in-hospitality?utm_source=e 
NL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C
7B ) 
 
13. 4 ⽉ 4 ⽇の週の資⾦調達記事 
l HotelOnline、韓国 Yanolja Cloud に投資 
HotelOnline は、韓国の旅⾏技術プラットフォーム Yanolja Cloud から⾮公開の
投資を受けています。2014 年に⽴ち上げられた HotelOnline は、アフリカと中
東の不動産がオンラインで取引するのを⽀援し、流通およびデジタルマーケテ
ィングサービスを提供しています。 
同社の共同創設者兼 CEO である Endre Opdal は、この投資を「ゲームを変える
瞬間」と表現しています。HotelOnline は、そのテクノロジーを通じて、アフリ
カの 27 か国で 5000 を超えるホテルを⽀援してきたと述べています。 
YanoljaCloud の CEO である Jongyoon Kim は、「スペースのソリューションを
提供する AI ベースの SaaS（サービスとしてのスペース）企業として、マーケテ
ィングをリードする AI とクラウドテクノロジーを通じて、ホスピタリティを含
むアフリカのスペース（空間）ビジネスのデジタルトランスフォーメーションに
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協⼒することをやめない」と述べています。 
Yanolja Cloud は、2021 年 7 ⽉に SoftBank から 17 億ドルの投資を受けた旅⾏
プラットフォーム Yanolja の⼀部です。 
(4/4 https://www.phocuswire.com/Yanolja-invests-in-Africa-based-
HotelOnline-
2146166780?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&ol
y_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
l 賃貸テクノロジー マツリテクノロジー 
レンタル技術のスペシャリストである Matsuri Technologies は、シリーズ C の
資⾦で約 1,600 万ドルを調達しました。⽇本を拠点とする同社は、ゲストが滞在
を予約したり、モバイルアプリを介してチェックインおよびチェックアウトし
たりできる StayX プラットフォームを全国に拡⼤したいと述べています。 
StayX はまた、不動産の所有者と管理者に、1 泊から数年または多⽬的での宿泊
施設の賃貸⽅法に柔軟性を提供します。投資は、JIC Venture Growth Investments、
RFI Advisor、三菱 UFJ Capital からのものです。 
同社は 2016 年以来約 2,800 万ドルを調達しています。 
Matsuri によると、⽇本の地⽅で spvillas などの新規事業を⽴ち上げることで、
過去 2 年間で売上⾼を 3 倍に伸ばしたという。また、東京滞在のための stayme
というアパートブランドも提供しています。 
(4/4 https://www.phocuswire.com/Matsuri-Technologies-16M-investment-
rentals?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc
_id=9229H9640090J9N ) 
 
l ホスピタリティテック Amenitiz 
バルセロナを拠点とするホスピタリティテクノロジーの新興企業である
Amenitiz は、ヨーロッパの独⽴系ホテル経営者向けにオペレーティングシステ
ムを拡張するために 3,000 万ドルを調達しました。 
Eight Roads、Wallapop、Red Points、Chalfen Ventures がシリーズ A ラウンド
を主導しました。これは、Amenitiz によると、SaaS 企業としてはスペインで史
上最⼤のシリーズ A です。2021 年 11 ⽉にこのスタートアップの 650 万ユーロ
のシードラウンドを主導した Point-Nine、Backed、Otium も参加しました。 
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2018 年に⽴ち上げられた Amenitiz は、独⽴したホテル経営者や B＆B に完全な
オペレーティングシステムを提供し、直接予約を増やし、オンライン旅⾏代理店
への依存を減らします。ウェブサイトとチャネルマネージャーに加えて、
Amenitiz はホテル経営者に請求やコミュニケーションなどのタスクを⾃動化す
るためのプロパティマネジメントシステムを提供します。また、昨年発売された
AmenitizPay と呼ばれる⽀払いモジュールや、サードパーティベンダーの追加
ツールを備えたマーケットプレイスも提供しています。 
この資⾦で、Amenitiz は新しいヨーロッパ市場に拡⼤し、2022 年に 200 ⼈の新
しい従業員を採⽤し、収益管理システムなどの追加製品を発売する予定です。 
Amenitiz は、37 か国で 4,000 を超える物件をサポートしています。 
(4/5 https://www.phocuswire.com/spain-based-pms-amenitiz-nabs-30-million-
for-
expansion?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_
enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
電⼦ガイドブック Touch Stay 
デジタルガイドブックのスペシャリストである Touch Stay は、約 500,000 ポン
ドのシード資⾦を調達しました。英国を拠点とするこの企業によると、資⾦は
SiteMinder の創設者である Mike Ford や既存の投資家を含む多くの投資家から
のものでした。このラウンドでは、2019 年に発表された最初の⾮公開投資の後、
Touch Stay の評価額は 400 万ポンドになります。 
Touch Stay は現在、宿泊施設プロバイダーと⽬的地管理会社の顧客基盤を拡⼤
し、製品開発と採⽤に投資することを⽬指しています。また、ゲストメッセージ
ング機能を開始する準備ができています。 
Touch Stay の共同創設者兼 CEO である Andy McNulty は、「私たちはすでに何
百万⼈ものゲストの⼿に渡っています。この資⾦提供により、製品、テクノロジ
ー、チームを拡⼤できるようになることを楽しみにしています」と述べていま
す。同社によれば、ゲストに地域情報を提供し、印刷された情報の必要性をなく
す、18,500 のアクティブな Touch Stay デジタルガイドブックがあります。 
(4/6 https://www.phocuswire.com/Touch-Stay-500000-seed-
funding?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B ) 



TD 海外事情 4 ⽉ 11 ⽇号  2022 年 4 ⽉ 18 ⽇ 
 

32 

 
l 団体予約 Group360 
グループ旅⾏予約プラットフォーム Groups360 は、3,500 万ドルの新たな資⾦
を 調 達 し ま し た 。 投 資 は Zigg Capital が 主 導 し 、 Blackstone Innovations 
Investments と Fir Tree Partners が含まれていました。 
2014 年に⽴ち上げられた⽶国を拠点とする Group360 は、2019 年に Accor、
Hilton、IHG、Marriott International から 5,000 万ドルの投資を受けました。 
同社は、GroupSynch プラットフォームを介して、ホテルの部屋と会議スペース
の空室状況と即時予約を提供しています。また、⾃社ブランドの予約エンジンを
介してホテルに同じ機能を提供します。Groups360 によると、最新の投資は
EMEA および APAC 地域全体でのさらなる拡⼤に向けられます。最近、Omni 
Hotels & Resorts, TFE Hotels and Premier Inn.と契約を結びました。 
Groups360 の CEO である Kemp Gallineau は、次のように述べています。 
今週初めに発表された Amadeus のレポートによると、グループ旅⾏は増加して
おり、2021 年と 2020 年にはすでに“オンザブック”の事前 OCC 率がパフォーマ
ンスを上回っています。 
(4/7 https://www.phocuswire.com/Groups360-group-travel-35M-
funding?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B ) 
 
l T&A マーケットプレイス Civitatis 
ツアーやアクティビティのマーケットプレイスである Civitatis は、プライベー
トエクイティ企業 Vitruvian Partners との合意により、約 1 億ユーロの投資を受
けることになった。スペインに本拠を置く同社は、"成⻑パートナーシップ "を
通じて、ヨーロッパの他の地域やラテンアメリカでの拡⼤を加速させたいとし
ている。Vitruvian は、これまで全株式を保有していた Civitatis 社の創業者兼
CEO の Alberto Gutierrez Pascual とともに、同社に投資している。 
Gutierrez は、「もし投資家を迎えるなら、Civitatis を次のレベルに引き上げる⼿
助けをしてくれる最⾼の投資家でなければならないでしょう。Vitruvian 
Partners は、⾼成⻑企業に特化した国際的なプライベートエクイティファンド
の代表格で、世界をリードするテクノロジープラットフォームと提携した優れ
た実績を有しています」と語る。 
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Vitruvian Partners のパートナーである Sophie Bower-Straziota は、さらに付
け加えます。「Civitatis は、約 15 年にわたる深い専⾨知識に基づいて、それぞれ
の⽬的地に最適なガイドをキュレーションし、⾼品質でアクセスしやすく、信頼
できる観光ガイドツアーのプラットフォームを提供しています。我々は、消費者
向けインターネットや旅⾏業界における創業者主導の企業との豊富な経験から、
シビタティスが国際的な成⻑をさらに加速させ、世界有数の観光体験プラット
フォームとしての地位を強化する素晴らしい機会を得たと確信しています」と
述べています。Vitruvian は、過去に Travel Counsellors や Skyscanner を⽀援し
たほか、2019 年には Sykes Holiday Cottages の株式の過半数を取得するなど、
旅⾏会社に対する投資実績があります。 
(4/7 https://www.phocuswire.com/Civitatis-Vitruvian-Partners-
investment?oly_enc_id=7798E1381467C7B  ) 
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