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① OnlineTravel.com debuts CheapSeats.com

   アマデウス関連会社、新しいドットコム立ち上げ

Amadeus が部分所有する OneTravel.com は、パブリッシュとプライベート国際航空運賃

を扱う CheapSeat.com を立ち上げた。　幾つかの運賃は、航空券購入までキャリア　ア

イデンティティーが隠される Opaque 運賃となるだろう。　CheapSeats は、全航空券販

売に、＄５のサービスフィーを徴収する。　Daily Travel Weekly 1/28/2003

② Viator offers feed for packaging menu

バイエターのパッケジング新システム

ツアーとアトラクションのプロバイダーである Viator は、旅行社とパートナーの Web 上

のパッケージに Viator プロダクトを追加し、ネットレートで販売するシステムを立ち上げ

た。　Dynamic Packaging Plug-In Program がそれで、XML データフィードを購読する旅

行社に、ツアー目的地の、オプショナルツアー、劇場ティケットなどを販売する。

データフィードは、プロダクト概要、価格、地図を提供する。

Viaror は、Sabre、Worldspan、Galileo の３GDS の他、ual.om の如くのサプライヤーサイ

トと提携している。　このシステムは、旅行社に、目的地における顧客活動からの収入に

マークアップが可能なマーチャントプロダクトを与える。 DTW 1/23/2003
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③ Orbitz, Worldspan make new commitment

 　オービッツ、ワールドスパンとの提携継続

Orbitz と Worldspan はテクノロジー提携を延長した。　主要キャリアとのダイレクトコネ

クションを除き、Orbitz は、Worldspan のオンライン予約エンジンと、Rapid Reprice と

呼ばれる自動再発行ツールの使用を継続する。　　（TDW 1/29/2003）

Orbitzのシステム構成は、下表のとおりである。　（注、昨年の資料であり確認が必要）

システム　ベンダー/GDS 機能

ITA Software Faring and Shopping Engine

Datalex Internet Booking Engine

TRX Customer Service

Worldspan GDS

④ ARC figures detail decline, shift in mix

エアラインレポーティング会社(ARC), 昨年実績低下

ARCの 2002年実績は、誰もが想定していた通り、悪いものであった。

取扱高は：　$64.1B　（≒7 兆 7 千億円）　△8%　（2001 年は 69.9B）、ARC の最良年

の一つである 2000年よりも△$20B（≒2兆 4千億円）低下（△24%）している。

国内線の減少（△16%）が主たる原因。　国際線は+1%、この結果内際比率は、国内 61.4%

と、1999年の 68.4%より△７％P低下している。

ARC認可旅行社ロケーションは、29,522で、前年比△13%。　E-チケッティングにより、

サテライトチケット　デリバリーロケーションは、4,725 と△26%低下した。　リテェー

ルロケーション数は、24,797（前年比△11%）、任意閉鎖（voluntarily relinquish）は、4,961

（△15.8%）で、20002年より平均＋2,000アップしている。

唯一店舗当たり売上額が、$39,129と 2001年より＋6%上昇、2000年比では、平均$1,000

上昇している。　DTW　1/23/2003
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⑤ Southwest reports 4thquarter, full profits

サウスウエスト、30年間連続利益計上

Southwest航空は、殆どのキャリアが財務的に苦しんでいる中で、30回目の利益計上を2002

年に達成している。

直販比率向上により、流通経費を低く押さえているものの、イールドの低下に悩まされて

いる。　　（DTW 1/23/2003）

２００１ ２００２

Profit $511.1M（≒614億円） $241.1M（≒290億円）

Web サイト予約構成率(4th QT) 47% 54%

⑥ Delta reveals low-fare unit for Song

デルタ航空、低コスト部門“ソング”の運航開始

DL は、ローコストキャリア Song の運航を、4 月 15 日 JFK=West Palm Beach 便から開

始する。　B757（199 席、全席 Y クラス、33 インチ）36 機により日間 144 便が、レジャ

ーデェスティネーションであるフロリダと JFK、LGA、EWRを含む北西地域を結ぶ。

片道運賃は、$79~$259（これは Southwest の最高運賃と同額）で、14 日、7 日、3 日、

事前予約とWalkup and sell運賃で、土曜日滞在規制がついていない運賃を提供する。

Songは、Webサイトおよびコールセンター電話予約経由で、70%の直販を計画している。

(DTW  1/29/2003)
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PhoCusWright Insighter   27 January 2003

⑦　Lessons Learned From Travelocity

トラベロシティーから学んだレッスン

オンライン業界のトップであった Toravelocity が苦しんでいる。　世界第 2 位のリーディ

ングオンライン旅行社が、それまでは各年＋30~＋170％の増加を達成していたにもかか

わらず、前年比＋15％弱のグロスブッキング増加に低下した事を報告している。

2 週間前、Sabre は、Travelocity ディビジョンのグロスブッキング（グロス収入）が、前

年の$3.1B に対して、＋12％増の$3.5B（≒42 百億円）であった事を報告している。　収

益は（revenue）＋2％上昇し$308M（≒370億円）であった。　 Travelocityは純益 (net income)

を最早発表していないが、昨年の第４四半期は、損失を計上している。

いくつかの競合他社が継続して＋75％かそれ以上のグロスブッキングの増加を達成してい

るので、Travelocity のスローダウンは不安である。　Hotels.com は前年比＋76％の収益増

を予定している。　Expedia では、2002 年の最初の 9 ヶ月で、グロスブッキングが二倍に

なっている。　しかし、Travelocity は、AOL と Yahoo のポータル契約により、会員ベー

スを 38 百万人に増加したにもかかわらず、また航空券オンライン販売のトップであるに

もかかわらず、勢いを維持する事が出来なかった。　どうしてだろう？

(Hotels.comも、Expediaも、両社ともメディア大手の USA Interactiveが所有している。　マ

ーチャント　ホテルプログラムに強い両社を所有している事で、USAI は、全米のホテル

オンライン販売市場の、ナント 50%以上を占有している。)

Travelocity は、既存のユーザーの維持とアップセリング（upselling=より高い物を売りつ

ける）よりも、サイトトラフィックと lookers の bookers への転換に焦点を当てている。

Travelocity のスローダウンは、2002 年の新しいオンライン旅行購入者増が、2001 年の＋

6 百万人から＋200 百万人にスローダウン（PCW 調査）している事と一致している。　従

って、オンライントラベルの増加は、新しいユーザー（AOL や Yahoo が貢献）からと言

うよりは、既存購入者のより多くのプロダクトのオンライン購入と、より高価なプロダク

トのオンライン購入から生じている。　この辺りが、Travelocity がリテンション、アップ

セリング、パッケジングを、改善しなければならない領域である。　そして利益再計上の

ためには、新しい Travelocity のマーチャントレート　ホテルプログラムを成功させなけれ

ばならない。
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クルーズオンラインのトップの販売手にもかかわらず、Travelocity は、マーチャントホテ

ル（2002 年 10 月に立ち上げ）と、ダイナミックパッケジング　テクノロジー（2003 年

第 3 四半期予定）の早期立ち上げの失敗に、つけを払わされている。　また、ファースト

タイマー（ポータル経由）と時々しか購入しない顧客（規定外ビジネストラベルプログラ

ム経由）への大きな投資によって、２００３年中には、Travelocity は競合相手との格差の

是正が困難になるかもしれない。

（規定外ビジネス＝unmanaged business　travel　＝　出張規定に束縛されないビジネス

旅行を指す。　特に中小企業の出張者に多い。　また大手法人の出張規定に束縛される出

張者であっても、規定を無視して格安オンラインに手を出している需要も、この規定外ビ

ジネスの範疇に入る。　この場合は“ルージュ　プラクティス”（rouge practice）と呼ば

れている。　ここでは、この需要獲得への過度の投資云々と、かなり否定的に述べている

が、他の記事或いはレポートでは、むしろこの規定外ビジネス需要が今後のオンラインビ

ジネス拡大の一つの大きなターゲットであるとの、肯定的な論調も目立つ。）

PCW の調査は、航空券購入者にとっては、Travelocity が断然人気があるブランドである

とも指摘している。　しかし、Travelocity が、現在のオンライントラベル購入者を継続し

て惹きつけない限り、キラーブランドであっても充分なものとはいえない。 　それは、

Travelocityの挽回は、いくつかのケースでは、航空券購入をOrbitzに、ホテル購入を Expedia

に鞍替えしている顧客を勝ち取り返す事かもしれない。　競争相手と同等若しくはそれ以

上のダイナミックパッケジング　テクノロジーの立ち上げを意味しているのかもしれない。

2003 年により多くの広告費の支出（Ｔは計画中）と、より洗練されたオンライン旅行者へ

の訴求を意味しているのかもしれない。

昨年買収した Site59を通じて、Travelocity は間際旅行販売のリーダーとなっている。　旅

行日間際の予約と言う旅行パターンの変更と、その他の Travelocity プロダクト間のクロス

販売改善が、間際販売を 200％増加させている。　従って、Travelocity の成功の鍵は、以

下の二つ事の同時発生にあると言えるだろう。

１． マーチャントホテル　ビジネスプログラムによる Hotels.com の代替　（このシフ

トは、T がサプライヤーベースを拡張している｛プログラム参加ホテルを拡大して

いる最中｝ので緩慢に進むだろう。）

２．　カーレンタル　インベントリーとのクロス販売機会を作る、ダイナミックパッケジ
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ング　　（Tは間際販売の伸びを 80％と予測している。）

（ホテルマーチャントビジネスに出遅れた Travelocity は、その緊急の対策として、自分の

システムが開発されるまでの間、競合相手とも言える Hotels.com　̶USAI 所有であるか

らして、Expedia の系列会社と言えない事もない̶、と提携して、とにもかくにも早くマ

ーチャントホテル市場に参入した。　その後自分のシステム開発後は、十分な参加ホテル

を獲得後は、今度は Hotels.com との提携を解消しなくてはならないが、その契約は 2005

年まで有効となっている。　Travelocityの苦渋の決断経緯が垣間見える。）

Travelocity を、より複雑な、より総合的なオファリングのプロバイダーにイメージアップ

させるためには、2003 年のマーケティング拡大を追い求めなければならない。　ホテルと

エアー　サイド両方と、上手くサプライヤーリレーションの構築を継続できれば、2003 年

にはより大きな収入を得ることが出来るだろう。　（Ｔは 40％のレベニュー拡大を計画し

ている）　結局のところ、マーチャントホテルで Orbitz よりも依然として上位にいるし、

より多くの航空券を売り上げている。　2003 年に 37％拡大すると予測されているセグメ

ントで堅固な第 2 位となるのは悪い話ではない。　その他のビジネスの伸びが止まってい

る中で、Travelocityは依然として Sabreの宝である。
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