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TD 海外事情  8 月 15 日号  
 
今週号では、先週号の「16. Q&A: WeRoad CEO」に続いて、以下の 2つの革
新的旅行会社設立の記事があった。世界では旅行会社のイノベーションが始ま

っている。 
 
元 Booking.com の幹部 2 人が、業界パートナーと旅行者の両方に、旅行のた
めの分散型デジタル ID ソリューション NeoKe を開発した。（「10 元 BKNG
幹部、コネクテッド・トリップ ソリューション開発」） 
NeoKe は 7 月の Microsoft の“Identity for All”ハッカソンで優勝し、現在
Microsoft for Startups の一部として、このソフトウェアの巨人と協力してシ
ステムを構築している。このブロックチェーン技術を使用した Web3.0 対応の
ソリューションは、Booking Holdings が数年前から検討しているコネクテッ
ド・トリップのアイディアを具体化している。よりシームレスな旅行体験を実

現するための第一歩として、NeoKe は、ホテルやフライトのチェックイン、出
張、荷物の輸送、ロイヤルティに関連する潜在的なユースケースで、約 1 か月
以内にデジタルウォレットをローンチすることを目指している。これができれ

ば、旅程の川上の航空便の遅延や欠航のスケジュール混乱は、次の川下のホテ

ルや目的地のアクティビティの予約変更へと連動できるようになるだろう。 
 
「13. 新興企業 Fora の旅行会社改革」は必読だ。旅行に情熱を持っている
人なら誰でも個人としてアドバイザーとしての収入を得ることができる新しい

タイプの旅行会社が設立された。立ち上げ以来、Fora のプラットフォームに
は 500 人近くのアドバイザーがいて、順番待ちリストには 30,000 人という驚
異的な人数が居る。この新しい旅行会社の目標は、「OTA の 高の部分とエー

ジェンシーの 高の部分を組み合わせたものを構築すること」である。いわば

「人力 OTA（human-powered OTA）」と言う。パンデミック禍にもかかわら
ず、500 万ドルのシード（2021 年 11 月）に続いて 1,350 万ドルのシリーズ A
ラウンドを成功させ、合計 1,850 万ドル（約 25 億円）の資金を調達している。
米国で、既存のパパママ旅行会社を束ねているホストエージェンシーとかコン

ソーシアムとかフランチャイズとちょっとばかし似ていると言えるかもしれな

い。 
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UA 航空が Archer Aviation 社のエアタクシーを 100 機発注した。（「12. ユナ
イテッド、電気エアタクシー100 機発注」） 
2021年 12月に、米リージョナル航空 2社、Republic Airwaysと SkyWestは、 
Eve Air Mobility社の eVTOLを、それぞれ 200機と 100機発注している（非
拘束 LOI）。8月 4日付日経夕刊は、「空飛ぶクルマ 有人飛行」で、三菱地所と
日本航空（JAL）などは 2024 年度に東京都内で「空飛ぶクルマ」の有人飛行
を実施する。近距離航空にイノベーションが起きている。自動車の自律運転レ

ベル 4 が間もなく実現する。既存のリージョナル航空路線や短距離国内線に大
きな影響を与えるだろう。 
（編集人） 
 
 
目次 
1. (TJ) トラベルセクターでサブスク成長確実 
2. (TJ) TUI Group, IHG, Hostelworld 決算 
    (TJ) = トラベルジャーナル 9月 12日号参照ください。 
 
3. 小説「XYZ・コム」第６回 
4. 旅行業界、人手不足に如何に対応するか 
5. 旅行消費 優先消費者、後払い希望 
6. In The Big Chair: JLL Hotelsの Dilda Perez-Alvarado 閲覧第 4位 
7. 中国 DidaTravel、航空便販売へ拡大 
8. セーバー、先進 B2B決済 Conferma Pay買収 
9. 航空会社が B2B価格決定戦略から学べる 3つの教訓 閲覧第 1位 
10. 元 BKNG幹部、コネクテッド・トリップ開発  閲覧第 2位 
11. Cartrawler、ロイヤルティ・フィンテック・エコフレンドリー語る 
12. ユナイテッド、電気エアタクシー100機発注 
13. 新興企業 Foraの旅行会社改革    閲覧第 3位 
14. OYO、欧州バケーションレンタル拡大 
15. Vacasa第 2四半期決算増収、アナリスト予想上回る 
16. Sonder、第２四半期増収と 高 RevPAR達成 
16. Rod Cuthbert Viator創立者、旅行回復確信 
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17. AMEX GBT、第２四半期好決算 
19. 短期レンタルの大きな機会    閲覧第 5位 
20. 8月 8日の週の資金調達記事 
 
 
3. 小説「XYZ・コム」（第６回）(8月 22日) 
Y部長は続けて 
「A 君の検索ウィンドウを追加する案はなかなか妙案だが、アクティビティの
検索用語は膨大だ。果たして対応できるだろうか？」 
「今まで集めている検索データから、XYZ でどんなアクティビティが検索され
たのか調べます。それを検索数でランク付けして、上位の 10 位くらいまでの
ランキングの用語の下に、その用語に関連する関連アクティビティの在庫を紐

つければ良いと思います」と Aは自信満々即答した。 
「検索用語に紐つけられるアクティビティの十分な在庫は揃っているのだろう

か？」と Y部長が聞いた。 
今度は H が、「日本全国に散らばっている我が社の在庫担当者が、せっせとサ

プライヤーを回って在庫を掻き集めています。ただし、アクティビティのサプ

ライヤーは、宿泊施設とは大違いで、数が少ない上に個人経営が多くデジタル

化に大きく遅れているという困った問題があります。海外は、各地の提携会社

の在庫を融通すると言うことになりますが・・・ここでも国内市場と同様の問

題がある」 
「なぁーんだ、在庫が揃わなければ話にならない」と言う Y 部長に A は反論
した。 
「揃わないのは、我々に在庫収集能力が無いのではなくて、それが市場の実態

なのですよ。従って少ない在庫でもしょうがない。また何もアクティビティだ

けに特化する必要もない、アクティビティ意外にも、デイツアー・スポーツ観

戦・観劇・テーマパークなど多くの素材がゴロゴロ転がっている。在庫に困る

ことはないと思います。DXの遅れについては、これもどうしょうもない。
我々がサプライヤーにオンライン化のメリットを啓蒙していく地道な努力しか

手はないと言って良い。そして市場に出回っている廉価版のIBEの導入を説得
するしか道はない」 
「分かった。とにかく今議論した線で、具体案を詰めて欲しい。A 君がリーダ
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ーとなって何とか 1 週間でまとめてくれないか。異論はないね。これがうまく
実現できれば、H 君が言った「ユーザをもっと知る」ことができるようにもな

るだろう。では、今日の本題のコンテンツの話を始めようじゃないか」Y 部長
はやっとこの会議の主題に議論を戻した。XYZ では、本社の部長が決めたプロ
ジェクトリーダーが、組織を飛び越えて、プロジェクトに携わるメンバーを指

名して招集する権限を有している。ここでは、会社の部門間の連携が取られな

い、つまり悪名高い“サイロの壁”が綺麗さっぱり取り払われて、風通しの良

い組織が実現しているのだ。プロジェクトメンバーに指名された人たちにとっ

ては、自分の能力を認めてもらった名誉とともに応分の加算給も支払われるの

で、誰もがプロジェクトメンバーへの指名を持ちわびている。 
 
Y 部長は続けて、「みんなも知っての通り、Web マーケティングでは“コンテ
ンツの質”が 重要となる。Googleのリスティングの順位を決めるアルゴリズ
ムだって、 も重要なこのクライテリアはコンテンツの質となっている。 
しかし XYZ はサプライヤーの商材を並べるマーケットプレイスだ。従って、
コンテンツの質と言っても、コンテンツはサプライヤーが作っているもので、

我々ミドルマンが、自らが作っているわけではない。もちろん H 君の部下たち
が、汗をかきかきサプライヤを訪ねてプランやコンテンツの作り方を教えてい

るけれど・・・・サプライヤーの作るコンテンツを並べるだけでは、同じもの

を並べる他の OTA と全く変わらないじゃないか。レートパリティで、価格も
ちっとも変わらない。在庫の量とかサイトデザインとかユーザインタフェース

とか検索スピードとか、あるいはおまけのロイヤルティ・プログラムで、他社

よりも優秀なサイトを構築しているものの・・・それだけでは XYZ のダント
ツ差別化がはかれない。だから SEM の広告費が増加する一因にもなっている。

差別化を実現する方法は、自己撞着の誹りを免れないがコンテンツの質しかな

いと考えたわけだ」 
サイトデザイン担当の Gが、部長の言葉尻を捉えて、 
「サプライヤにコンテンツの作り方を教えていると言っても、宿泊施設のプラ

ン、プランばかりの羅列は何とかなりませんか。画面をプランの説明が埋め尽

くしてしまって、ごちゃごちゃになってしまって、デザイン的には全く綺麗で

はない。これでは直帰率を高めてしまうだけだ」と日頃から感じている不満を

ぶちまけた。 
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「確かに、外資 OTA のスッキリした画面は見栄えがする。だけど君が言うよ
うに、これで直帰率が増えているとか、ページビュー数が減少しているとか言

うデータは存在しない。日本人ユーザの好みは、外国人とは異なるしね。それ

にこの問題は、今議論しているテーマとはちょっと的が外れるね。もう少し、

君なりの具体案を待ってきてくれ。それから議論することにしよう」、鋭い部

長の切り返しに、G は「しまった藪蛇なことを咄嗟に言ってしまったと」と内
心後悔すること仕切りで顔を赤らめた。 
「 近、外資 OTA の BKNG が“コネクテッド・トリップ”を検討していると
言うフォーカスワイアー（PhocusWire Daily.com）の記事を読んだ。タビマ
エ・タビナカ・タビアトのトラベルサイクルの全てを、シームレスに繋げた旅

行商品の開発を試みている。これは、OTA がパッケージツアーを作ると言う
話だね。現在“エア＋ホテル”は売っているけれど、これは、それに目的地の

ツアー&アクティビティー（T&A）をくっつけるダイナミックパッケージの話
だ。XYZ でも同じようなものができないかね。ただ、単に旅行の素材を繋げる
だけなら意味がない。繋げたパッケージが、ユーザのパーソナル旅行の提案と

なってなければならない。これは、冒頭 H 君が言っていた「ユーザをもっと知
る」話と似通っている。ユーザのウオンツとニーズに合致した旅行を見せるこ

とができたら・・・バンザイ XYZ の大勝利だ。BKNG もそれを狙っているの
だろう。どうだ、この難問のブレイクスルーに挑戦してみないかね」と Y 部長
は皆をぐるーっと見回した。 
（続く） 
 
4. 旅行業界、人手不足に如何に対応するか 
レジャーの需要が急増し始めたとき、旅行会社は大きな打撃を受けた。その結

果、一部のホテルは営業を再開できず、営業を再開したホテルは 小限の人員

で営業を再開した。Phocuswright の 新の旅行調査レポート Help Wanted: 
How Travel Survives the People Shortageによると、十分なパイロットや客
室乗務員がいなかったため、航空会社は土壇場で便数を削減し、フライトをキ

ャンセルしなければならなかった。他の旅行会社は、採用活動を迅速に追跡し

ながら、既存のスタッフを中心にタスクを再編成する必要があった。通常、需

要の急増は問題にならない。しかし、American Hotel and Lodging 
Association (AHLA)による 2021 年 10 月の調査では、は、ホテルの 94%が人
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手不足であり、47%が長引く危機により「深刻な人手不足」であることがわか
った。フィナンシャル・タイムズによると、たとえば Marriott は、米国内の
600の管理ホテルで 2021年 9月に 10,000の空室を埋めなければならなかった。
緩やかな改善にもかかわらず、労働者の苦痛は続いている。 Oxford 
Economics による AHLA の分析によると、ホテルでは年末に 166,000 人の従
業員が減少し、2019年から 7%減少すると予測されている。 
クイックフィックスなし 
No quick fix 
航空会社、ホテル、その他の旅行会社がスタッフを再構築するのを支援するソ

リューションは無数にあるが、いずれも費用がかかる。もちろん、新しい才能

を引き付けるための 善の方法はお金である。時給労働者であろうと、新しい

マネージャーであろうと、より高い賃金を支払うことである。(レジャーおよび
ホスピタリティ部門の平均時給は約 19.75 ドルだ)。失業率が史上 低に近いた

め、労働者はより多くの現金や福利厚生を求める力を感じ、それを手に入れて

いる。 
これは新たな問題を引き起こし、既存の(ロイヤルな)スタッフのやる気をなく
す可能性があるため、彼らにも補償が必要である。昇給、昇進、福利厚生 (例: 
401K のマッチング、健康)、およびボーナス (紹介ボーナス referral bonuses
を含む)は大いに役立つ。しかし、歴史的により多くの支払いを行ってきた他の
多くの業界と競合する場合、彼らはまだ問題を解決できていない。 
旅行、観光、ホスピタリティは、かつてキャリア形成にとってより魅力的な産

業の 1 つであったが、それはパンデミックの前のことだ。この業界は依然とし
て働きがいのある場所であるが、PR の問題がある。AHLA は 近、興味深い

場所への旅行や旅行割引の取得などの利点を宣伝する広告キャンペーンを開始

した。そのキャッチフレーズの 1 つである「みんなの旅先を職場に（Make 
Everyone's Travel Destination Your Workplace）」は、旅そのものの魅力を強
調している。他の業界と同様に、旅行会社も、顧客と直接(対面で)対応する従
業員、または飛行機、電車、またはツアーを運営する従業員を除いて、どこか

らでも働く機会を促進している。パンデミックの後、ほとんどの労働者は、た

とえ週に数日であっても、リモートで働くことに慣れ、今でもそれを好んでい

る。多くの旅行会社がそれを提供でき、多くの将来の従業員がそれを求めてい

る。しかし、現場で人材を必要とする企業にとって、他の業界で 遠隔地で働く
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機会がこれまで以上に多く、多くの場合、より多くの報酬を得る才能のある見

込み客を引き付けることは、これまで以上に困難になっている。 

 
 
この 記事 では、高い需要、急騰する価格、利用可能な労働者の前例のない不
足に起因する、相反する課題のバランスを取りながら、航空業界とホテル業界

が業界の再始動と刷新で直面する主な課題のいくつかについて説明する。 
ヘルプ募集: 旅行が人不足を乗り切る方法 
Help Wanted: How Travel Survives the People Shortage 
この記事では、高い需要、急騰する価格、利用可能な労働者の前例のない不足

に起因する、相反する課題のバランスを取りながら、航空業界とホテル業界が

業界の再始動と刷新で直面する主な課題のいくつかについて説明する。 
(8/8 https://www.phocuswire.com/how-travel-survives-people-
shortage?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&ol
y_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
5. 旅行消費 優先消費者、後払い希望 
消費者は、裁量支出に関して旅行を 優先事項と考えていることが、新しいレ

ポートで明らかになった。フランス、ドイツ、英国、米国、シンガポールの

4,500 人の消費者を対象とした Amadeus の調査によると、海外旅行は消費者
の支出リストの中で も高く、回答者の 42%が来年の 優先事項に挙げている。 
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経済の不確実性にもかかわらず、消費者は平均して、2019 年の平均支出額 
(2,780ドル) と同様に、今後 12か月間で海外旅行に 2,670ドルを費やすと推定
している。多くの旅行者はまた、分割払いでコストを分散し、コストのかかる

外国為替 (FX) 取引へのエクスポージャーを減らし、ロイヤルティ ポイントを
利用することを計画していると述べている。旅行者も同様にフィンテックを採

用して、国際的に支払う費用を削減し、旅行への資金提供に柔軟性の要素を追

加している。回答者の 4分の 3 (75%) は、クレジット カードを使用する可能性
が高い 44%と比較して、今後 1年間の旅費を賄うために今すぐ購入、後で支払
うなどの分割払いオプションを選択する可能性が高いと述べている。ペイデイ 
ローン（payday loan）を利用する可能性が高い人は 26%だ。 
消費者は新しいフィンテックのオプションも受け入れており、48%が複数の通
貨を保持するプリペイド デビットカードを試す可能性が高く、49%がロイヤル
ティ ポイントを獲得できる共同ブランドのカードに関心があると述べている。
「旅行中に今すぐ購入して後で支払うなど、柔軟な支払いオプションに対する

需要は非常に高くなっている。業界はこの需要に応えたいと熱望しているが、

徹底したリスク管理を実施し、責任を持って対応する必要がある」と、

Amadeus の決済担当エグゼクティブ バイス プレジデントである David 
Doctorは述べている。 
(8/8 https://www.phocuswire.com/consumers-rank-travel-top-spending-
priority-want-buy-now-pay-later-
options?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_
enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
6. In The Big Chair: JLL Hotels の Dilda Perez-Alvarado 
Gilda Perez-Alvaradoは、2021年 2月に JLL Hotels & Hospitalityのグロー
バル CEOに昇進した。彼女は、グループのグローバル ホテル デスクを率いて
いる。これは、中東、アジア太平洋、南北アメリカ、ヨーロッパに拠点を置く

国境を越えた投資販売の専門家の専門チームである。以前は、マネジング ディ
レクターを務め、米国および世界各地でフルサービスの投資販売を担当してい

た。 
JLL に入社する前、Perez-Alvarado はマイアミの PricewaterhouseCoopers
のホスピタリティとレジャーの顧問業務に 2年以上従事していた。 
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Q: 1 年半前に JLL Hotels & Hospitality の CEO に就任して以来、こ
れまでで も誇りに思う業績は何か? 

JLL Hotels & Hospitalityチームの 25年の歴史の中で 高のチームを率いて

いる。私たちは業界で も多様なチームであるだけでなく、 も情熱的で野心

的なチームであることも知っている。 
Q: 約 20 年前にアナリストとして入社したときのことを思い出して、ホ
スピタリティ業界のどのような変化に も驚かされたか? 

不動産のホテル化は本当に私の目を引いたものである。ホスピタリティの定義

は、ライフスタイルと体験を含むように進化している。また、ホテル ブランド
が住宅プロジェクト、船舶および航空会社のプロジェクト、プライベート メン
バーシップ クラブなどに関与しているのも見られる。 
Q: 不動産アドバイザーとして、現在 も興味を持っているホスピタリテ

ィ投資の種類は何か? 成長の機会はどこにあると思うか? 
レジャーでも企業でも、体験旅行に関係するものなら何でも。私は、超高級と

非常に効率的/経済的なスペクトルの両方で見られる革新と、ホテル体験をキュ
レーションする際にパンデミック後のライフスタイルの変化がどのように考慮

されているかが気に入っている。 
Q: あなたは Sonder の取締役であり、「従来のホテル企業は自らをテク
ノロジーのイネーブラーと見なしていない」という事実についても語っ

ている。今日ホテルを開業する場合、今日の消費者にとってより関連性

の高いものにするために含めたい重要な要素をいくつか教えてくれるか? 
も確立されたテクノロジー プロバイダーと提携し、それらを私のビジネス 

エコシステムの一部にする。バックオフィス/サポート インフラストラクチャ
とゲスト対応テクノロジーの両方に投資して、より良い滞在を実現するだけで

なく、ホテルがよりスマートで効率的な方法で運営できるようにする。 
Q: 旅行業界全体が直面している重要なトピックは、気候危機である。投
資に関しては、JLL の戦略にどのような影響があるか? また、ホテル経
営者に対して、環境に関するポリシーと慣行についてどのようなアドバ

イスをしているか? 
ESG (環境、社会、ガバナンス) と持続可能性は、私たちが行うすべてのことの
中心である。実際、JLLには 500人を超える従業員が、すべての事業部門で持
続可能性のみに焦点を当てている。JLL では、ベスト プラクティスについて
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学び、投資アドバイスを提供するために時間とリソースを投資するだけでなく、

民間部門と公共部門の両方と協力して、政策、投資要件、および持続可能性の

測定方法を理解している。 
Q: 今後数年間で、テクノロジーがホスピタリティ体験をどのように変え
ると思うか? 

「次の」世代が引き継いで、一般的な需要と消費者のより大きなシェアになり

つつある。ミレニアル世代とジェネレーション Zはテクノロジー ネイティブで
あり、他のどの世代よりもテクノロジーに関連するものであるため、彼らの期

待ははるかに厳しいものである。 
Q: ここ数年、旅行に関連する多くの不確実性とフラストレーションによ
り、旅行向けの「フィンテック」ソリューションとして知られるも

のが台頭してきた。これらの製品についてどう思うか。また、ホテ

ルはそれを第三者に任せるのではなく、提供すべきか? 
正しい方法で使用された Fintech は非常に強力である。私は、ゲストから追加
のドルを搾り取ろうとする隠れた料金を支持しない。提供されている技術ソリ

ューションに価値がある場合、私はそれを歓迎する。それ以外はギミックのよ

うに感じる。 
Q 人員手当（staffing）は、現在業界が直面している大きな問題である。
多くのホテルにとって危機となっている問題を解決するには何が必

要か? 
私たちは従業員の面倒を見て、ホスピタリティ業界でのキャリアが素晴らしい

キャリアであることを示す必要がある。私たちは、ホスピタリティの仕事に尊

厳と雇用の安定を取り戻す必要がある。Arne Sorensen はかつてこう言った
「私たちが従業員を大切にすれば、従業員はお客様を大切にし、ビジネスはそ

れ自体で解決される」。 
Q: 次の 12～24 か月を見据えて、やることリストの一番上にあるものは
何か? 
クライアントにとって 高のアドバイザーとなり、適切な投資機会を特定しな

がら市場の課題を乗り切る手助けをすること。これは、 高のアドバイザーチ

ームによってのみ実現できる。それはすべてあなたが持っているチームに戻る。 
Q: あなたは、Cornell 大学のトップクラスのプログラムでホスピタリテ
ィを専攻した後、ホテルとホスピタリティでキャリア全体を過ごし
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てきた。大学生時代にこの分野に惹かれた理由と、何十年もその分

野にとどまっている理由は何か? 
旅行と文化への情熱。私は自分自身を地球市民だと考えており、これはそのた

めの 高のキャリアである。 
Q: 旅行業界では、経営幹部に女性はまだ多くなく、CEO としても確か

にそうではない。それはなぜだと思うか? また、より多くの女性がト
ップに立つには何が必要か? 

残念ながら、これはこの業界に限ったことではない。しかし、非常に残念なこ

とは、ホスピタリティ業界で働いている女性の方が男性よりも多いにもかかわ

らず、経営幹部レベルでの代表者があまりいないことである。将来の女性リー

ダーを育成することについては、コミットメントが必要であり、経営幹部にま

で上り詰めた私たちには、他の女性を助ける責任もある。すべての利害関係者

は、この面で団結する必要がある。 
Q: ホスピタリティ業界でのキャリアに興味を持っている今日の若者に何
かアドバイスはあるか? 

あなたの夢を追い、それを実現して欲しい。次の数十年はホスピタリティの変

革をもたらすものであり、あなたもその旅の一部になりたいと思うだろう。 
(8/8 https://www.phocuswire.com/In-the-big-chair-gilda-perez-alvarado ) 
 
7. 中国 DidaTravel、航空便販売へ拡大 
中国のホテル卸売業者 DidaTravel は、世界中の 23,000 の B2B クライアント
への航空券の販売を開始した。深圳に本拠を置くこの旅行サービス プロバイダ
ーは、フルサービスの格安航空会社や NDC コンテンツへのアクセスを含むマ
ルチ GDS ポータルを開発した。旅行代理店、ツアー オペレーター、オンライ
ン旅行代理店、旅行管理会社など、DidaTravelの B2Bバイヤーは、20,000を
超える目的地に向かう 500 を超える航空会社のフライトにアクセスできるよう
になった。その動的パッケージ技術により、パートナーはフライトと宿泊施設

を組み合わせることができ、付帯収入の増加に役立つ。昨年 DidaTravel に入
社した Jason Guan は、フライト事業部門のゼネラルマネージャーに任命され
た。 
DidaTravelの創設者兼 CEOである Rikin Wuは「世界中の 23,000の B2B旅
行販売業者のネットワークと独自の動的パッケージング機能を考えると、ジェ
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イソンのリーダーシップの下でフライト ビジネスを成長させ、拡大できると確
信している」と述べている。2012 年に設立された DidaTravel は、世界中の 8
つのオフィスに 300 人以上のスタッフを擁している。2019 年には、中国およ
び APAC地域で 7億ドル以上のホテル予約を販売した。 
(8/9 https://www.phocuswire.com/china-didatravel-expands-into-selling-
flights?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_
enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
8. セーバー、先進 B2B 決済 Conferma Pay 買収 
テキサスに本拠を置くトラベル テック企業の Sabre が、英国に本拠を置く決
済企業の Conferma Payを買収したことを、BTN Europaがレポートしている。
買収は 8月 3日に行われ、Sabreは後に確認した。 
Conferma Payの暫定 CEOで元 Sabre EMEAシニア バイス プレジデントの 
Martin Cowleyからの手紙で、業界の決済は「革命の真只中にある」と述べて
いる。「これが、Sabre が Conferma Pay を買収して、旅行における仮想カー
ド決済を進歩させ、B2B 旅行決済の将来を可能にするテクノロジーを開発する
ための基盤を築くのを支援する理由である。Sabre の旅行業界の専門知識と
Conferma Pay の支払い専門知識を組み合わせることで、旅行代理店に強力な
価値提案を提供し続けることができると確信している。この買収により、

Conferma Pay は両組織のスキルとテクノロジーを進化させて、ギャップに対
処し、B2B 旅行分野での 適化された販売の機会を拡大する強化された決済ソ

リューションを開発できるようになる」と、Cowleは続ける。 
Sabre の広報担当者は「Conferma Pay が Sabre 所有の事業体になることで、
その提案を拡大するのに十分な立場にあると確信している」と述べている。 
匿名を希望する旅行管理会社の幹部は、「Conferma は、ほとんどの TMC にと
っての決済手段である。Conferma は、ほとんどの TMC にとって決済の要と
なっている。Conferma がなければ、財務チームの規模を文字通り 2 倍にする
必要があり、エージェントの生産性も大幅に低下していただろう」と述べてい

る。 
Confermaは 2005年に Simon Barkerと Jim Barkerによって設立され、現在
では発行者を 700 以上の旅行管理会社、すべての主要なグローバル販売システ
ム、100以上のオンライン予約ツールに接続している。 
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Conferma は、2011 年にホテル決済の仮想決済を導入したことで Sabre との
連携を開始し、2016 年後半に航空予約を含む完全な統合に移行した。2020 年、
Conferma は Visa と契約を結び、決済大手のカードを旅行者のモバイル ウォ
レットで利用できるようにし、2021 年に GlobalStar TMC ネットワークと再
販契約を結び、企業向け仮想決済プラットフォームを立ち上げた。今年初め、

Confermaは Thrust Carbonとの提携を発表し、仮想カードの支払いデータに
基づいて出張の環境への影響を測定する炭素報告システムを立ち上げた。 
*この記事はもともと BTN Europeに掲載された。 
(8/8 https://www.phocuswire.com/sabre-acquires-conferma-
pay?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc
_id=7798E1381467C7B ) 
 
9. 航空会社が B2B 価格決定戦略から学べる 3 つの教訓 
パンデミックから立ち直り始めたばかりの航空業界は、 近、回復への新たな

課題に直面している。世界のフライト スケジュールは、スタッフのストライキ
を含む多くの要因によるキャンセル、遅延、混乱によって荒廃している。7 月
には、ある月曜日だけで、世界中の空港で 25,000 件以上のフライトの遅延と 
3,100 件以上の欠航が記録された。航空会社が直面している困難にもかかわら
ず、旅行者は依然として空を飛ぶことに熱心だ。ただし、COVID-19 による旅
行行動への重大な混乱は依然として続いている。リモート ワークにより、多く
の人が家族やサポート ネットワークの近くの場所に居ることができるようにな
り、愛する人に会うための移動が少なくて済んでいる。さらに、在宅勤務によ

り、オンラインでの教育やビジネスへの参加が増え、出張の必要性がさらに減

少した。これらすべての要因により、航空会社が旅行パターンを予測し、将来

の旅行の需要を予測し、収益を 適化することは困難である。厳しい経済情勢

の中で、英国の急激なインフレが政府の金利負担を 6 月に過去 高を更新する

までに押し上げた。さらに、キャンセルと返金が利益率を脅かし続けており、

収益の確実な 適化が際立った課題となっている。航空会社は、需要を促進し、

より多くの予約を獲得するあらゆる機会を探しているため、企業間(B2B)業界
から学ぶべきことがたくさんある。B2B は、競争の激しい市場での需要の変動
性が高い中で、伝統的に成功を収めてきた。また、航空会社は、B2B の需要予
測と価格設定のベスト プラクティスを取り入れて、 大の市場シェアを確保す



海外事情 8月 15日号  2022年 8月 15日 14 

る必要がある。激動の現在の状況を乗り切るために航空会社が B2B 業界から
学べる 3つの教訓を以下に示す。 
歴史をただ捨てないで 
Don’t just abandon history 
パンデミック前の人々の旅行行動の予測可能性が高いため、航空会社は伝統的

に、長年にわたる長い歴史(季節性 seasonality)を活用して、遠い将来 ( 大 1
年先) の旅行需要を予測してきた。これらの信頼できる予測により、航空会社
は将来の運賃を 適化し、価格を設定できるようになった。これにより、消費

者は 大 1 年前にフライトを予約して支払うことができるようになった。しか
し、パンデミックはこれを大幅に混乱させており、長い歴史を持つ予約は、遠

い将来の旅行の信頼できる予測因子ではなくなった。そのため、航空会社は以

前と同じ方法で過去の季節性を使用することはできない。ただし、これは、航

空会社が過去の季節性をすべて放棄する必要があることを意味するものではな

い。B2B 企業は常に需要の不確実性の下で運営されてきた。グローバルなサプ
ライ チェーンにより、バイヤーは同等の製品を同等の価格で見つけ、ベンダー
を簡単に切り替えることができるため、B2B 市場は非常に競争力のあるものに
なっている。したがって、B2B 企業はより短い関連履歴（shorter relevant 
history） (通常は数か月または数週間) を使用し、将来へのより短いウィンド
ウ (数か月)を予測する。必要なデータ量が少ないこのアプローチにより、B2B
はこれらの短い予測をより迅速に、より確実に、より頻繁に行うことができる。

その結果、B2B ビジネスは動的な市場状況をより効果的に追跡できる。旅行の
不確実性により、より多くの乗客が出発間際に予約するようになっているため、

この慣行は、航空会社がより多くの予約を獲得し、収益を回収し、より迅速に

回復するのに役立つ可能性がある。 
多様なデータを受け入れる 
Embrace diverse data 
従来、航空会社の収益管理 (RM) システムは、需要を予測し、価格を 適化す

るために 4つの主要な入力を使用してきた。これらには以下が含まれる： 
• 過去の予約 (つまり、季節性) 
• 現在の予約状況 
• リアルタイムのアベイラビリティ 
• 祝日と特別イベント 
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航空旅行全体のボラティリティが継続しているため、航空会社は短期的な予測

を行うために、より短い予約履歴を使用することを余儀なくされている。これ

により、航空会社が将来の旅行需要を予測するために使用できるデータ量が減

少し、これらの予測の信頼性が低下する。需要予測の精度と信頼性を向上させ

るために、航空会社は、さまざまなソースからのさまざまなデータを予測エン

ジンに組み込むことで、B2B および小売業から学ぶことができる。B2B と小
売 (需要の変動が一般的) の両方で、企業が同じデータ (つまり、より長い履歴) 
をより多く使用できない場合、通常、より多くの異なる種類のデータを活用す

る。B2B マーケターが 10 または 15 の異なるデータ ソースを使用して需要を
予測することは、かなり一般的である。過去の購入やWeb検索から Webサイ
トのクリックストリーム、競合他社の価格、ソーシャル メディアでの言及やイ
ンプレッションまで、すべてが格好の的である。航空会社の需要予測を改善す

る可能性のある追加のデータ ソースには、フライト検索データ、イベント デ
ータ、天気、燃料価格指数、さらには経済指標などがある。PROS の調査では、
フライト検索データとイベント データの両方を使用して従来の予約予測を補強
すると、有望な結果が得られた。研究では、フライト検索データが集計レベル

で需要予測の精度を 大 40%向上させる。この結果は、パンデミック中のテス
ト期間と、手動で選択された 35 の国際市場の小さなサンプルのために非常に
誇張されているが、ショッピング データが将来の予約の強力な予測因子である
可能性があることを示唆している。 
支払い意思額 (WTP) を考慮する 
Consider willingness-to-pay (WTP) 
ほとんどの収益管理システムは、さまざまな空席状況下で予想される座席の限

界機会費用（expected marginal opportunity cost）を表す入札価格（bid 
prices）を生成することによって機能する。航空会社はこれを効果的な制御メ
カニズムとして使用して、入札価格を下回る価格の運賃クラスを閉じる。入札

価格を下回る販売は、航空会社が販売価格よりも高い機会費用を負担すること

を意味するため、これは経済的に完全に理にかなっている。 
 
機会コスト（opportunity cost）とは、ある決定を下した場合に、他のもっと
も有利な選択肢から得られたであろう利益のこと。1 つの選択肢を選んだため
に、他の選択肢から得られたであろう利益を取り損ねるということから、逸失
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利益と呼ぶこともある。（https://www.wizardz-plus.jp/column/column28.html） 
 
これはローエンドのコントロールであり、需要が高く、航空会社のキャパシテ

ィが制限されている場合に も役立つ。ただし、従来の収益管理システムには

ハイエンドをコントロールするメカニズムがなく、航空会社に座席の値段をど

れだけ高くしてもいいのか、あるいは高くすべきなのかを教えてくれるわけで

はない。国内線はほぼ完全に回復し、空の旅の需要は 近予想を上回っている

が、多くの国際線はまだパンデミック前のレベルに戻っておらず、多くの航空

会社は輸送能力の制約を受けていない。このキャパシティの超過により、入札

価格がゼロになる可能性がある。明らかに、航空会社はすでにこのことを知っ

ていたので、0 ポンド未満の座席を販売しないように航空会社に指示すること
は役に立たない。需要の崩壊があるとき、これはハイエンドのコントロールが

重要なときである。これは、座席に対する消費者の支払い意思額 (WTP) を推
定することによって達成される。ほとんどの B2B トランザクションは、ビジ
ネス上の関係と状況に基づいて交渉されるため、B2B の価格設定は常に主に購
入者のWTPによって決定されてきた。 先端の B2B価格設定エンジンは、ト
ランザクション履歴を製品と顧客の両方の属性と組み合わせて、さまざまなビ

ジネス シナリオでのWTP 価格を予測している。航空会社は、乗客のWTP を
考慮し、特に需要の混乱時に WTP を制御メカニズムに組み込むことで、多大
な利益を得ることができる。たとえば、マレーシア航空は、WTP を収益管理
システムに組み込むことで、旅客収益を 8.7%増加させ、イールドを 7%増加さ
せた。 
次は何か？ 
What’s next? 
他の業界と比較して、航空会社は多くの点でこのゲームの先を行っており、予

測的および規範的な分析を長い間活用してきた。パンデミックが後退し、フラ

イトの混乱が解消されるにつれて、航空会社の需要は増加し続けるが、需要は

以前とは異なり、より不安定で乱気流になるだろう。現在の市場状況で成功を

収めている B2B ビジネスから学ぶことができる航空会社は、これらの課題に
対処するための も備えが整っているだろう。さらに、B2B からの AI テクノ
ロジーと価格設定慣行を迅速に採用できる企業は、収益管理に情報を提供する

ためのより多くのツールを持ち、収益性の高い成長を推進し続けるため、市場
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での長期的な競争上の優位性を獲得する。 
著者：Michael Wu博士は、PROS のチーフ人工知能ストラテジスト。 
(8/9 https://www.phocuswire.com/3-ways-travel-use-b2b-pricing-strategies-
to-weather-turbulence ) 
 
10. 元 BKNG 幹部、コネクテッド・トリップ ソリューション開発 
Booking.com で 7 年以上勤務した後、 近では APAC 地域ディレクターを務
めていた Vikas Bhola は、Booking Holdings が数年前から「コネクテッド・
トリップ」と呼んでいるところの、旅行をより楽しく、効率的で、統合された

ものにするためのソリューションについて考え、開発することに数え切れない

ほどの時間を費やしてきた。Bhola は、人々が旅行を検索、予約、体験するこ
とをより簡単にするために進歩が見られた一方で、パンデミックの初期に、分

散化（decentralization）が、たとえ漸進的であっても、完全なエンドツーエ
ンドの旅行体験を可能にする鍵を握ることができると考え始めたと言う。彼が

新しいソリューションを作成する真の動機となったのは、12月に空港とホテル
の両方で長時間待たされ、イライラする旅行を経験した後であった。自分は、

ものづくりに長い時間を費やしてきたが、話題になっている摩擦のない旅行に

はまだほど遠い状態であることを再認識された。2021 年 4 月に Booking.com
を離れた Bhola と元 Booking.com プロダクト マネージャーの Sebastian 
Honores は、今年初めにチームを組んで、より効率的な旅行業界を生み出し、
旅行者の満足度と忠実度を高め、コストを削減し、サプライヤーのコンバージ

ョン率を向上させるソリューションを開発した。 Bhola は、「ここでの私たち
の見解は、供給を集約するだけでは、必ずしも旅行を結び付けたことを意味し

ないということである。タッチレス サービスは、必ずしも摩擦がないことを意
味するわけではない。では、どうすればそのギャップを埋めて、サービスをこ

れほど有意義で簡単なものにし、そうすることで人々の手に力を取り戻すこと

ができるだろうか。誰が顧客の所有者であるかという質問は、個人的には好き

ではない。なぜなら、顧客は自分自身を所有しており、それを可能にする必要

があるからだ。何が起こっているかというと、旅行者はプラットフォームが提

供するものを重視しており、それに基づいて予約している。そして、この時代

では理想的には逆であるべきだ。私たちは顧客を知っており、プロセスと製品

は実際にその顧客に合わせて調整する必要がある。それが、私たちが思い描い
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ていることである」と語る。彼らのソリューションは、ブロックチェーンベー

スの自己主権 IDを使用した旅行用の新しいグローバル IDネットワークである。
NeoKeとして知られるこのサービスは、7月にMicrosoftの「Identity for All」
ハッカソンで優勝し、業界パートナーと旅行者の両方に旅行のための分散型デ

ジタル ID ソリューションを構築する取り組みへの参加を呼びかけ、現在、プ

レローンチを開始している。Bhola は、よりシームレスな旅行体験を実現する
ための第一歩として、政府発行の ID、電話、電子メールアドレスなどの本人
確認と、確認書、支払い、搭乗券、ホテルの鍵などの身分証明の間に現在存在

する摩擦を解消することを挙げている。これらは従来、互いに通信できない異

なるシステムに保管されていた。 
NeoKe は、ホテルやフライトのチェックイン、出張、荷物の輸送、ロイヤルテ
ィに関連する潜在的なユースケースで、約 1 か月以内にデジタルウォレットを
ローンチすることを目指している。Bhola は、NeoKe には 4 つの要素がある
と言う。1 つ目は、検証可能なクレデンシャル（資格）である。このクレデン
シャルには、旅行者のすべての ID 情報、およびホテルの部屋や航空会社の座

席のタイプなどの嗜好情報が格納されている。2 つ目は、サービス プロバイダ
ーと旅行者のデジタル属性を接続する API を使用した接続性である。3 つ目は、
トランザクション情報を暗号的に安全な方法で保持するバックエンド ダッシュ
ボードであり、安全なキー転送（key transfer）でのみアクセスできる。そし
て 4 つ目は、旅行の企画・予約・体験などすべての機能を管理する NeoKe ウ
ォレットだ。NeoKeは現在Microsoft for Startupsの一部であり、このソフト
ウェアの巨人と協力してシステムを構築している。Bhola によると、同社はヨ
ーロッパのいくつかのホテル チェーンでも試験運用を行っているが、現時点で
は名前を公表されていない。「Neoke の第 1 段階では、プロバイダーと提携し
たいと考えている。このソリューションが普遍的なレベルで機能するためには、

つまり、顧客を中心とした旅行を開発するという私たちのビジョンは、統合が

大規模になった場合にのみ実現する」と言う。 
(8/10 https://www.phocuswire.com/ex-booking-execs-build-solution-for-
connected-trip?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
11. Cartrawler、ロイヤルティ・フィンテック・エコフレンドリー語る 
昨年、レンタカー部門は急成長を遂げた。これは、パンデミックによって引き
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起こされた国内旅行の増加や、消費者の大量輸送よりもプライベートな輸送へ

の欲求などの傾向に後押しされたことが一因である。Phocuswrightの US Car 
Rental Market Report 2021-2025 によると、2021 年の米国の取扱高は 2020
年と比較して 37%増加し、177 億ドルになった。同時に、主要なレンタカー会
社は、製造のバックアップとマイクロチップの世界的な不足により、需要を満

たすのに十分な車両を確保するのに苦労している。Phocuswright Europe の
PhocusWire Studioでのインタビューで、CarTrawler CEOの Cormac Barry
は、フリートのサイズが 30～50%減少し、ドライブイング価格が 2019 年のレ
ベルの 2～3 倍になり、コンバージョンに大きな影響を与えると述べた。「業界
は高価格を設定し、顧客がキャンセルして低価格で再予約することを恐れて価

格を下げたくないというコーナーに追い込まれている。夏を通じて高い価格が

持続する」とバリーは言った。しかし、課題に加えて、Barry は、「直乗り
（straight-to-car）」オプションや電気自動車の採用拡大など、サプライヤーに
よるイノベーションの加速を見ていると述べた。「とはいえ、レンタルで初め

て電気自動車に挑戦する人も多いので、顧客に使用例を教え、走行距離の不安

を解消することが重要である。・・・今後数年間で、これは非常に大きなトレ

ンドになると思う」と彼は言った。Barry のインタビューに加わったのは、
CarTrawler の 高運用責任者である Peter O'Donovan で、同社がパートナー
のロイヤルティ プログラムの拡大を支援するために行っている取り組みについ
て説明した。「航空会社は通常、顧客とのやり取りの数を増やし、ロイヤルテ

ィ プログラムに価値を提供したいと考えており、レンタカーの提供を拡大する
ための非常に重要なユースケースと見なしている」と O'Donovan は述べてい
る。2 人の幹部は、収益管理、支払い、フィンテックに関連する開発など、
CarTrawler の現在の優先事項についても話し合う。Barry は、価格の凍結、
アップグレード、キャンセル オプションに関連する製品にチャンスがあると考
えていると述べた。「私たちにはデータ サイエンティストがいる・・・現在ア
ルゴリズムに取り組んでいるので、今年の後半にその分野で製品を展開するこ

とを楽しみにしている」と彼は言った。以下の PhocusWire の Mitra Sorrells
との完全なインタビューをご覧ください。 
(8/11 https://www.phocuswire.com/cartrawler-loyalty-fintech-eco-friendly-
travel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=7798E1381467C7B ) 
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12. ユナイテッド、電気エアタクシー100 機発注 
United航空は、カリフォルニア州サンタクララに本拠を置く Archer Aviation
に、同社の電動垂直航空機 100 機に対して 1,000 万ドルの現金保証金を支払っ
た。ユナイテッドは、2021 年にエア タクシーを購入することに合意した。
Archerの CEOである Adam Goldsteinは、この支払いを、Archerと United 
Airlines とのパートナーシップにおける「マイルストーン」と呼んでいる。
United の現金保証金は、アーチャーの商業化へのロードマップに対する信頼
を示しており、企業は「空の旅のこの新しい時代を先導する」と Goldstein は
言う。United の投資部門である United Airlines Ventures の社長 Michael 
Leskinen は、この支払いは「eVTOL（電動垂直離着陸）技術へのコミットメ
ント」を示していると述べている。Leskinen によると、消費者、企業、政策
立案者は、気候に優しい技術を優先することで一致している。彼によると、

United Airlines Ventures は、従来のカーボン オフセットを使用せずに、
2050 年までにカーボン ニュートラルを達成するという United の目標に向け
て取り組んでいる企業に投資している。電動エアタクシーは、「カーボンニュ

ートラルな旅行を実現するのに役立つだけでなく、United の顧客が世界中の
都市で通勤中に快適さ、利便性、効率性を体験する方法を変える革新的な新し

いツールとして機能する可能性がある」と Leskinen は言う。Archer は 近、

航空機の予備設計レビューを完了し、開発と商品化の段階に進んだ。Archer
によると、この綿密なレビューは、製造要件と規制への準拠に焦点を当て、製

品が市場に投入できることを保証するものであった。Wall Street Journal の
報道によると、規制当局はこの航空機が乗客を乗せることを承認していない。

United の現金保証金は、Archer との共同 eVTOL 諮問委員会の設立に続くも
のです。委員会のメンバーには、Archer の運用および保守のリーダーシップ
と、United の保守、材料、およびエンジニアリング グループのリーダーシッ
プが含まれる。米国の 2 つの 大の地域航空会社は、12 月に電動エア タクシ
ーの購入を約束している。 
(8/11 https://www.phocuswire.com/united-airlines-100-electric-air-taxis-
10m?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N ) 
 
13. 新興企業 Fora の旅行会社改革 
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パンデミックによる制限が弱まるにつれ、旅行支出は再び増加し始めた。

Phocuswrightの 新の米国旅行市場レポートによると 、米国の総予約は 2021
年に 67%増加して 2,726 億ドルになり、2025 年までに 4,617 億ドルに達する
と予想されており、2019 年の水準を 13%上回っている。しかし、消費者が旅
行を計画して予約する方法は、2019 年とは異なっているようだ。American 
Society of Travel Advisorsによると、パンデミックは終われば、旅行者のほぼ
半数 (44%) が旅行の計画と予約に旅行アドバイザーを利用する可能性が高いと
推定している。旅行代理店に対する消費者の関心は、女性が 2020 年以降
395,000 人の職を失ったという事実と相まって、トラベル テック スタートア
ップの Fora の 3 人の共同設立者にインスピレーションを与え、旅行に情熱を
持っている人なら誰でも個人としてアドバイザーとしての収入を得ることがで

きる新しいタイプの旅行代理店を設立した。2021 年に設立された Fora は、旅
行アドバイザーとしてのパートタイムまたはフルタイムのキャリアに関心のあ

る起業家にリソースを提供するテクノロジーを活用した旅行代理店である。

Fora のプラットフォームには、アドバイザー コミュニティ向けのトレーニン
グ (Foraアドバイザーの 97%が以前に旅行を販売したことがない) のほか、サ
プライヤー ハブ、手数料追跡、コンテンツ作成およびマーケティング ツール
へのアクセスが含まれている。本日、ニューヨークを拠点とする Fora は、
Heartcore Capital と Forerunner が主導する 1,350 万ドルのシリーズ A ラウ
ンドを発表した。この資金調達は、2021年 11月に行われた 500万ドルのシー
ド資金調達ラウンドに続くものである。Fora の共同設立者で旅行アドバイザ
ーの Henley Vazquez は、「それは複雑だ。誰もが外に出かけたいと思ってい
る。さらに、求人市場には多くの女性が居る・・・そして [旅行の販売] は楽し
く、柔軟で、興味深い仕事のように思える」と述べている。しかし、旅行アド

バイザーとしてのキャリアに関心のある女性にとって、特に柔軟な立場にある

女性にとって、パートタイムの仕事を見つけるのは難しいと Vazquez は言う。
加えて、[旅行代理店のテクノロジー] はひどいもので、利益率はわずかだ。し
かし、それに対処できるとしたら良いか? それがまさに、Fora 設立のアイデア
の起源であったと彼は言う。 
「ビジネス・イン・ア・ボックス」 
“Business-in-a-box” 
Vazquez は、共同創業者で CTO の Jake Peters と共同創業者の Evan Frank
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と共に Foraを共同創業した。旅行アドバイザー向けの Foraのプラットフォー
ムは、いくつかの要素で構成されている。1 つは代理店を認定するためのトレ
ーニング プログラムであり、もう 1つは予約とコミッションを強化するもので
ある。追加のコンポーネントには、アドバイザーが需要を促進するのに役立つ

マーケティング ツールが含まれる。Peters によると、Fora は、マーケティン
グ活動を支援するために事前に作成されたコンテンツをアドバイザーに提供す

ると述べている。また、アドバイザーが協力してアィデアを共有できるコミュ

ニティ機能も含まれている。「私たちの哲学は、十分な旅行支出があるので、

コミュニティ内の旅行アドバイザー間で競争状態になる必要がないようにする。

私たちはアドバイザーの仕事を素晴らしいものにし、これを実際に人々が信頼

できる方法で生計を立てることができるものにしようとしている」と Peters
は言う。 
「これはビジネス・イン・ア・ボックスである」と Frank は付け加える。「テ
クノロジーやプラットフォームだけでなく、私たちが提供するトレーニングや、

プラットフォームの外部にあるアドバイザーのためのツールをどのように統合

するかが重要なのだ。例えば Fora はコンテンツの作成と公開を可能にし、ア
ドバイザーが独自の旅行ガイドを作成できるようにする」と言う。 
「人力 OTA」 
“Human-powered OTA” 
立ち上げ以来、Fora のプラットフォームには 500 人近くのアドバイザーがい
て、順番待ちリストには 30,000 人という驚異的な人数がいる。Facebook マー
ケティングは、潜在的な Fora 旅行アドバイザーにリーチするための主要なツ
ールである。対象となる人は、多くの場合、「コミュニティやサークルでの旅

行の頼りになる人・・・どこかに行く前に手を差し伸べる人」と Frankは言う。 
「私たちが発見したのは、[人々が自己認識している] 非常に特殊な存在であり、
旅行に関する知識を何らかの方法で共有することに関心がある人々だ。しかし、

一部の人達は、仕事をせずにその知識を共有したいと考えている」と彼は言う。 
「それはインフルエンサーになるようなものではない・・・私たちは本当にそ

れに反対する。私たちは、旅行について話すだけでなく、実際に旅行を計画す

ることに関わりたい人を見つけることに重点を置いている」と Vazquez は付
け加える。順番待ちリストに載っている人を評価するために、Fora はさまざ
まな調査と採点システムを使用して、実際に誰がその仕事に興味を持っている
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かを判断する。これまでのところ、Fora は月に 50 人から 100 人のアドバイザ
ーを受け入れているが、今後 6 か月から 12 か月で、興味と情熱を持って参加
したい人なら誰にでもネットワークを拡大する予定だ。「将来は、数を大幅に

制限するホスト エージェンシーではなく、プラットフォーム タイプのビジネ
スになると考えている」と Frank は言う。Peters は、 新の資金調達ラウン

ドが Fora の仮説を検証したと述べている。「私たちは、これをやりたいと思っ
ている人がたくさんいることを知らなかったし、それらの人々の一部を成功さ

せることができるかどうかも知らなかった。だから、これまでのところそれを

検証したと感じている。私たちの次の段階は、これをアドバイザーの全体的な

経験に変えることである・・・いわゆるホストエージェンシーを大規模にサポ

ートするためのオペレーションを構築することである」と言う。 
Fora のマーケティング能力を強化し、トレーニング プログラムを強化するこ
とに加えて、Fora はこの資金を使用して業務を改善し、追加のアドバイザー
をサポートし供給を増やす。「この供給を繋げるのが も難しい部分になると

思う。混乱するからだ。OTA やオンライン予約を可能にしようとしている人
に話をするにしても、それは非常に複雑だ」と Peters は言う。Fora は現在、
Four Seasons、Rosewood、Hilton、InterContinental Hotels Group、Hyatt
などと独占的なパートナーシップを結んでいるが、プラットフォームは直接接

続（direct connectivity）に移行する予定である。 終的な目標は、「OTA の
高の部分とエージェンシーの 高の部分を組み合わせたものを構築すること」

である。いわば「人力 OTA（a human-powered OTA）」である。 
(8/11 https://www.phocuswire.com/travel-startup-fora-wants-reinvent-the-
travel-agent?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
14. OYO、欧州バケーションレンタル拡大 
OYO は、デンマークのボーンホルム島に拠点を置くバケーション ホーム管理
会社、Bornholmske Feriehuseを買収した。買収条件は明らかにされていない。
Bornholmske Feriehuse のプラットフォームには 730 戸以上の住宅があり、
これは現在、スカンジナビアとドイツ北部で約 8,000 の物件を提供している
OYO Vacation Homes のブランド、DanCenter の一部になる。デンマークの
会社の共同創設者である Rasmus Lund は、引き続き子会社の取締役を務め、
事業の拡大に注力する。OYO によると、この買収は、外国からの投資を国に
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呼び込むことを目的としたデンマーク政府の「デンマークへの投資」イニシア

チブへの取り組みの一環であるという。これは、OYO がヨーロッパを拠点と

するバケーション レンタル オペレーターを買収するのは、ここ数か月で 2 回
目。5 月には、クロアチアを拠点とし、3,000 戸以上の住宅を持つ Direct 
Bookerを買収した。 
(8/10 https://www.phocuswire.com/oyo-adds-european-vacation-rentals-
acquires-danish-
operator?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&ol
y_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
15. Vacasa 第 2 四半期決算増収、アナリスト予想上回る 
マクロ経済の不確実性と、12 月の SPAC デビュー以来 70%近く下落している
株価にもかかわらず、Vacasa は 2022 年通期の収益と調整済み EBITDA のガ
イダンスを引き上げており、来年末までに黒字化を達成する予定である。2021
年の第 2 四半期と比較すると、今年の第 2 四半期の Vacasa の収益は 31%増加
して 3 億 1,000 万ドルになった。マイナス 200 万ドルの調整済み EBITDA 欠
損も、マイナス 2,000 万ドルから 1,500 万ドルのガイダンスを上回ったが、
2021 年第 2 四半期の数値である 600 万ドルを下回った。第 2 四半期の取扱高
は前年同期比 32%増の 6 億 7,600 万ドル、純利益は 1,000 万ドルであった。
2022年通年の売上高は 1.6億ドルから 1.18億ドル、調整済み EBITDAはマイ
ナス 700 万ドルから損益分岐点になると予想している。「第 2 四半期、そして
7 月から 8 月にかけて強い需要が見られた。これは、住宅所有者にとって再び
強いピーク シーズンを締めくくるものでる。また、当四半期中に何千人もの新
しい住宅所有者を Vacasa に迎え入れ、業界をリードする規模を拡大した。
Vacasa のテクノロジーを活用したローカル オペレーション、独自の利回りの
適化、ホスピタリティへの取り組みが、住宅所有者に真に差別化された価値

提案を生み出し、当社が事業を展開する目的地で選択されるバケーション レン
タル マネージャーになると確信している」と、Vacasa の CEO である Matt 
Roberts は述べている。同社は、マクロ経済の不確実性にもかかわらず、「業績
や将来の予約に消費者の弱さの兆候は見られない」と述べている。第 2 四半期
に販売された宿泊数は 160 万泊で、前年比 17%増であった。販売された 1 泊
あたりの取扱高は、前年比 13%増の 411 ドルであった。Vacasa の第 2 四半期
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の販売およびマーケティング費用は、2021年第 2四半期の 3,900万ドル (収益
の 16%) と比較して、6,200万ドル (収益の 20%) であった。同社によれば、第
2 四半期に営業担当者を増員しリードを獲得するための広告宣伝費を増加させ
たため、これらの費用が収益の伸びを上回ったとのことである。Vacasa は、
2022 年末までに、管理下にある住宅を 2021 年と比較して 30%の増加させる
予定であると述べている。同社は現在、米国の 35 州に加えて、カナダ、メキ
シコ、ベリーズそしてコスタリカにあるプラットフォーム上に 35,000 を超え
る物件を保有している。Vacasa は、新しい物件の約 75%を占める個人の住宅
所有者を対象とする販売チームと、地元のバケーション レンタル管理会社の買
収による「ポートフォリオ アプローチ」という 2つの戦略を通じて住宅を追加
する。第 2 四半期に、同社は 16 社のポートフォリオ企業を追加したと述べて
いる。「すべてが、直販部隊と一緒に参入して拡大し続けることができる新し

い市場をもたらすか、既存の市場に密度を追加するか、または私たちが行った

ことのない新しい種類の在庫を開く可能性があるという戦略的目標を達成した。

以前。そのため、市場開拓戦略に非常に満足している」と、Vacasa の CFO で
あ る Jamie Cohen は 述 べ て い る 。 
2 月、Vacasa はスマートホーム テクノロジーをすべての施設に導入すると発
表した。Cohen によると、現在、同社の住宅の約半数で、少なくとも一部のテ
クノロジーが稼働している。 
(8/10  https://www.phocuswire.com/vacasa-q2-2022-financial-earnings-
results?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_
enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
16. Sonder、第２四半期増収と 高 RevPAR 達成 
ホスピタリティ企業の Sonder は、2022 年の第 1 四半期の収益が 低迷した後、
第 2四半期に 1億 2,100万ドルの収益を上げ、前年同期比で 157%増加した。 
サンフランシスコを拠点とする Sonder は、RevPAR の成長、より高い占有率
を目標とする新しい価格戦略、ライブ ユニット ポートフォリオの拡大によっ
て収益が増加したと述べている。2022 年第 2 四半期の RevPAR は記録的な
167ドルで、前年比 67%の改善であり、稼働率は 82%で、前年比 86.3%増加し
た。四半期の ADRは 203ドルで、前年比で 38%改善された。 
2022 年第 2 四半期のライブユニット数は前年比 53%増加して 8,400 になり、
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予約可能宿泊数は前年比 53%増加して 725,000 になった。Sonder の四半期の
総ポートフォリオは 18,700 で、2021 年の対応する期間に比べて 26%改善され
た。 
営業キャッシュフローマージンは、2021 年第 2 四半期のマイナス 118%からマ
イナス 4,100 万ドルに改善し、フリーキャッシュフローは、2021 年第 2 四半
期のマイナス 127%からマイナス 7%に改善した。 
フリー キャッシュ フローは前四半期と比較して 1,700 万ドル改善したが、現
金リストラ費用は 200 万ドルであった。収益は 2022 年第 1 四半期に対して
51%、2021年第 2四半期に対して 157%増加した。 
「当社はキャッシュ フロー ポジティブ プランの実現に引き続き非常に注力し
ており、2023年内に四半期ごとのフリー キャッシュ フローがプラスに達する
ことを期待している。追加の資金調達を行うことなく、堅牢なキャッシュ クッ
ションを維持することもできる。この計画を成功裏に実行することで、すべて

の利害関係者にとって持続可能な長期的な価値がもたらされると確信している」

と、共同創設者兼 CEOの Francis Davidsonは株主への書簡で述べている。 
2022 年第 2 四半期の調整済み EBITDA は 5,260 万ドルの損失で、今年の第 1
四半期の 8,350 万ドルの損失から改善された。この四半期の純損失は 4,380 万
ドルで、2021年の同時期の 7,400万ドルの損失から改善された。 
2022 年第 2 四半期の販売およびマーケティング費用は、2022 年第 1 四半期の
490 万ドルから 1,240 万ドルに増加した。Sonder は、2022 年第 2 四半期に企
業プログラムに 400 社と契約し、前四半期の 250 社から増加させた。Sonder
は、2022 年第 3 四半期に 1 億 2,000 万ドルを超える収益を見込んでいる。こ
れは主に、予約可能な宿泊数とライブ ユニットの増加が予想され、RevPAR
の低下によって相殺されるためである。2014 年に設立された Sonder は、今年
1月に Gores Metropoulos IIとの事業統合を通じて設立された特別目的買収会
社 (SPAC) を通じて公開市場にデビューした。 
(8/10 https://www.phocuswire.com/sonder-q2-
2022?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N ) 
 
17. Rod Cuthbert Viator 創立者、旅行回復確信 
過去 2年間に旅行業界や世界全体で多くのことが起こった – パンデミック、ウ
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クライナでの戦争、インフレ、リストは続く – 楽観的な真の感情はほとんどな
いかもしれない。しかし、Viator の創設者であり、Rome2rio の元 CEO であ
り、Veltra と Jayride の取締役でもある Rod Cuthbert は、Phocuswright 
Europe の PhocusWire Studio で講演し、旅行会社はこの機会を利用してチャ
ンスをつかむべきだと述べている。「人々が再び旅行に戻った様子を世界中で

見ていると、人々は『くそっ、とにかく行くぞ！』と言っている。これは業界

にとって素晴らしいことだ。非常に多くの成長の可能性がある」と Cuthbert
は述べている。 
「企業が参入して新しいことを行う機会と、既存の企業がより良いことを行う

機会がある」Cuthbert は、PhocusWire のニュース編集者である Jill Menze
との会話の中で、彼をワクワクさせる旅行の機会、Tripadvisor が Viator を分
社化する可能性についての考え、そして Google が実際に正しいと信じている
ことについて話した。以下の完全なインタビューをご覧ください。 
(8/12 https://www.phocuswire.com/rod-cuthbert-why-super-positive-about-
travel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=9229H9640090J9N ) 
 
18. AMEX GBT、第２四半期好決算 
American Express Global Business Travel は、6 月にトランザクションが
2019 年レベルの 76%に回復したことを確認しており、同社にとってもう 1 つ
の「好調な」四半期となっている。本日の収支報告で、上場企業としては初め

て、Amex GBTは四半期の収益を前年比 217%増の 4億 8,600万ドルとなり。
3 億 8,800 万ドルが "旅行収益"、残りの 9,800 万ドルが "製品および専門サー
ビス収益"として計上されたことを報告した。収益の回復はプロフォーマ ベー
スで 2019 年レベルの 64%に相当し、同社は 2021 年の同時期に報告された
5,500 万ドルの損失と比較して大幅に改善された 200 万ドルの純損失を記録し
た。CEO の Paul Abbott は、2021 年 11 月の Egencia の買収と相まって、管
理費の増加、パンデミック後の旅行の回復、会議の需要の増加が収益の伸びに

貢献したと分析している。Abbott はまた、2019 年の支出に基づく年間旅行量
で合計 42億ドルに相当する米国の多国籍投資銀行 JPMorgan Chaseを含め、
過去 12 か月間に多数の新規顧客を獲得したことを指摘している。BTN 
Europe の姉妹誌 The Beat のレポート (購読が必要)によると、Abbott はこの
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TMCが「今年の第 3四半期から JPMorgan Chaseにサービスを提供する特権
を持つ」と述べている。JPMorgan Chaseは 近、企業向けの旅行管理サービ

スも提供する旅行代理店オペレーターの Frosch を買収したにもかかわらず、
このような展開が行われた。この TMC は、過去 12 か月の顧客維持率が 95%
であり、四半期中の法人旅行量が着実に回復していると報告している。2022
年 6 月の SME 取引の回復は、2019 年のレベルの 84%に達した。これは、よ
り強力な回復と「新しい勝利の勢い」によってもたらされたと報告されている。

「第 2 四半期に公開企業として上場したことは重要な節目であり、AMEX 
GBT の次の成長段階の始まりを示した。2022 年上半期の力強い業績と継続的
なシェアの増加により、2022 年通年のガイダンスを再び引き上げる自信が得
られる」と Abbott は言う。四半期の利息、税金、減価償却費および償却前の
調整済み利益は、前年同期の調整済み EBITDA のマイナス 7,400 万ドルから
4,700 万ドルになった。2022 年通年の収益ガイダンスは 18 億ドルから 18 億
5,000 万ドルの範囲に引き上げられ、通年の調整済み EBITDA ガイダンスは
9,000万ドルから 1億ドルの範囲に引き上げられた。The Beatのレポートによ
ると、この TMC は年間のトランザクション数の回復が 2019 年のレベルの約
74%に達すると予想しており、CFO の Martine Gerow は、「下半期の安定し
た、しかし緩やかな継続的な回復を表している」と述べている。Abbottは、航
空会社の運航上の制約、供給の遅れ、マクロ経済的要因などの継続的な課題に

もかかわらず、まだ海外旅行に門戸を開いていない中国のような市場は「取引

拡大の機会」を提供すると述べている。 
* この記事は BTN Europeで 初に掲載された。 
(8/11 https://www.phocuswire.com/amex-gbt-strong-q2-2022-financial-
earnings-major-client-
wins?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N ) 
 
19. 短期レンタルの大きな機会 
パンデミックの発生以来、短期賃貸の需要はほとんど衰えの兆しを見せていな

いが、一部の地域では先月の時点で記録的なレベルの需要が報告されているが、

建物の供給はより困難であることが証明されている。しかし、この分野の一部

のプレーヤーは、そこにチャンスを見出している。 
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Awazeの CEOである Henrik Kjellbergにとって、バケーション レンタル グ
ループの現在の 大のチャンスは、より多くの供給を獲得することである。

「貸し出されていないセカンド ハウスがたくさんある。金利が上昇しているた
め、（セカンドハウスを賃貸することは）家族が余分なお金を稼ぐ良い方法で

ある」と、Phocuswright Europeで講演した Kjellbergは述べている。 
HomeToGo の共同創設者兼 CEO である Patrick Andrae は、代替宿泊施設市
場にとって、その 大の機会の 1 つは、より多くの技術ソリューションを供給
側にもたらすことであると述べた。さらに、Andrae は、「ワーケーション」運
動を活用することがビジネスの 優先事項であると述べた。PhocusWire ニュ
ース エディターの Jill Menze とのパネル ディスカッションで、Kjellberg と
Andrae は、ヨーロッパのバケーション レンタル市場における細分化、顧客行
動の傾向、合併と買収、SPACについても話し合った。 
以下のセッション全体をご覧ください。 
(8/12 https://www.phocuswire.com/the-big-opportunity-for-short-term-
rentals ) 
 
20. 8 月 8 日の週の資金調達記事 
l バングラデッシュ OTA ShareTrip 
バングラデシュを拠点とするオンライン旅行代理店の ShareTri は、ベンチャ
ー キャピタル企業の Startup Bangladesh Limitedから 50万ドルの資金を調
達した。 
2014年に設立された ShareTripは、バングラデシュ全土から 50万人以上の顧
客にサービスを提供しており、5,000 人以上のエージェントがブランドのため
に働いていると述べている。同社は、人々がフライトやホテルの部屋を予約し

たり、何千もの休暇パッケージから旅行を選択したりできる Android および 
iOSモバイル アプリをリリースした。 
ShareTripは、業務をデジタル化する「大きなチャンス」を示している。 
ShareTripの共同設立者兼 CEOである Sadia Haqueは、同社は「バングラデ
シュではまだ非常に初期段階にある」国内のホテル業界に革命を起こすことを

目指していると述べている。「私たちは、製品を強化するだけでなく、顧客に

シームレスな体験を保証するために、革新と製品開発をもたらすために高度な

技術と協力している。イノベーションと優れた顧客サービスを通じて、私たち
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はさらに高く飛躍することを目指す」と Haque は言う。ShareTrip はまた、
国際的な舞台に拡大し、外国からの投資をさらに促進する計画であると述べて

いる。 
Startup Bangladesh Limited のマネージング  ディレクターである Sami 
Ahmed は、「イノベーションと専門知識を通じて、ShareTrip は世界市場でも
地位を確立すると信じている」と語る。 
(8/9 https://www.phocuswire.com/sharetrip-financial-infusion-digitize-
Bangladesh-travel-
sector?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=7798E1381467C7B ) 
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