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平成 15年 8月 16日

TD勉強会　情報 49

Forrester Research: TECHNOGRAPHICS
Hotels: Right-Channel Pricing To Aid Profit Recovery

ホテル：採算性改善にチャネリング戦略必要

このレポートは、Forrester Research 社のホテル マーケティング シリーズの 3 回目のレ

ポートである。　ホテルチェーンは、自社コールセンター・Webサイト・ディスカウンタ・

GDS の複数のチャネル（販路）を通じて客室を販売している。　これらの複数のチャネル

に同一料金で販売するホテルチェーンは、各チャネルのバリューの最適化が出来ない。

Pricing And Channel Strategies Bedevil Hotel Executives

プライシングとチャネル戦略がホテルを苦しめる

ホテルは、あてずっぽうの、調整を取らないプライシングと、流通戦略を終始追求してい

る。　どのチャネルに幾らのレートを表示するかの、明確な基準が存在しない。　その状

況を見てみよう。

・ Pricing is all over the board.

Forrester は、任意の 8 市場の、3 のチャネル、即ち①GDS 利用旅行社、②ホテルチェー

ンのコールセンター、③その Web サイトの客室レートを比較してみた。　その結果は、

図 1 の通り、一貫性の無いものである。　全ての Web サイトのレートは、コールセンタ

ーより安いが、コールセンターより安いレートの旅行社が存在する。　そして 3 旅行社に

ついては、チェーンのWebサイトレートより安くなっている。

・ Travelers consider hotel sites as just one more stop on a booking Journey.

オンライン客室販売コストが安いことを認識して、殆どのホテルは、この 2 年間 Web 販

売を強化して来た。　それにも拘らず、多くのオンラインホテルの予約者は、ベストレー

トがホテルサイトに表示されているとは思っていない。（図 2 参照）　 10 人のうち 6 人以

上が、オンラインで調査はするものの、購入（予約）はオフラインで行なっている。　 そ

して 10人中 3人近くが、その理由を、ベストレートを他所で見つけた為と言っている。　要

すれば、ホテルの Web サイトは、ベストレートが有る場所ではなく、数ある検索箇所の

一つでしかない。
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・ Fragmentation and lack of control are the norm.

Lodging Hospitality マガジン社のデータによれば、ホテルチェーンのトップ 50 社は、チェ

ーンに参加している米国ホテルの、凡そ 11％を所有している。　従って、チェーンは、ア

ドバイス出来るが、所有していないホテルに対して、指示命令は出来ない。　あるホテル

チェーンの幹部は Forrester に対して、「所有していないホテルに対しては、“これをした

ら良いのでは”と、提案しか出来ない。　ホテルのオーナーや運営者が、彼らの欲するレ

ートで値決めしている。」と語っている。　多くのプロパティー レベルのマネジャーの、

流通チャネルのコストとベネフィットの戦略的知識の欠如が、状況を更に混乱させている。

その結果、採算割れレートで販売し、収支を悪化させている。

図 1：Pricing For Hotel Rooms Widely Varies Across Different Channels
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図 2：Hotel Bookers Cross Channels For Better Prices And To Avoid

Problems

Hotels Must Embrace Channel-Specific Pricing Strategies

ホテルは、チャネル毎の明確なプライシング戦略を保有しなければならない

利益回復のために、ホテル業界は、適正なチャネリングを土台とした、新しい流通とプラ

イシング戦略を採用しなければならない。　適正レートを適正なチャネリングで提供する

事は、ホテルと旅行者双方にとって利益がある。　Charter One Bankと Fidelity Investments

の如くの金融業界のリーダー達は、Web を好む顧客用のプロダクトを開発し、利幅の少な

い顧客に対し、コストが安く済むセルフサービス オプションの利用を勧めている。　以

下は、ホテルが始めなければならない、適正チャネリングの手順である。

・　Sell lowest-margin rates only on their own sites.

最初のステップは勇気がいる。　今日の経営環境では、レートのアベイラビリティーを規

制する為に、10 室のうち 4 室が空室となる事は、耐え難い事である。　しかしホテルのチ

ャネル戦略を設定すると言う事は、基礎工事から始まるビルディングの建設に似ている。

最も費用のかからない自社の Web サイトが、ホテルのチャネル戦略の基礎となる。　チ

ェーン Web サイト販売は、平均で、自社のコールセンターよりも▲29％もコストが安く

済む。　第三者ネットレート販売経路に比し、劇的に費用が少なくて済むことになる。（図

3参照）

また、チャネルは、異なった顧客のニーズへ対応しなければならない。　チェーン Web

サイトを利用する顧客は、価格とコントロールにバリューを置いている。　旅行社や GDS

を利用する者の多くはビジネス旅客である。　これらの異なったニーズが、適正チャネリ

ングのための戦略設定　̶̶　適正な顧客に、適正なチャネルで、適正な価格でもって、

販売する　̶̶　に役立つことになる。
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・　Tier other rates to reflect their cost of sale

短期滞在客室は、販売コストが上昇しているので、レートも上げる必要がある。　各チャ

ネルのプライシングのために、ホテルは、チャネルコストに見合った、プライシングのガ

イドラインを設定するべきである。　例えば、ホテルのコールセンターのコストは、Web

サイトより高くなるが、GDS 経由の旅行社販売よりは低くなる。　従って、旅行社で利用

可能なレートは、コールセンターやサイト上のレートより、常時高くするべきである。（図

4 参照）　一つの例外は、プロパティーでの予約（フロントデスク予約）である。　これ

らの予約は、販売コストが安く済む（この予約を取り扱うスタッフは、チェックインなど

の業務に従事している）という問題よりは、直接ホテルの職員と談判して、より安いレー

トの交渉を試みる旅行者によって、レートの低下を来たす問題の方が大きい。　この解決

策は、このようなオンサイトの予約（フロンデスク予約）は、コールセンター予約レート

を反映したものにするべきである。

・　Involve the right people at the right time

適正チャネリング戦略は、何時も本社から強制出来るものでない。　長い間、チェーンは、

ホテルから、ネットレート ディスカウンターのコントロールと、そことの交渉権を、獲

得することに努力して来ている。　市場と、テクノロジー、そして財務的な影響の問題を

一番良く知っている、チェーン、プロパティー、運営会社のマネジメントに、戦略を立案

させるべきである。　それに、アナリストを加えることが出来れば、商売敵に対する最強

の体制が出来るだろう。　そして、このプログラムの立上げには、ホテルの総支配人は勿

論のこと、CEO も巻き込むべきである。　そうしないと、彼らは除け者にされたと勘違い

をし、戦略努力を不意にしてしまうことになるだろう。

・　Build a demand dashboard to guide decision-making.

予約やイールド管理の通常のデータは必要であるが、適正チャネリングの意思決定に十分

とは言えない。　先ず手始めに、コストを低下させる為に、社内に既にあるデータ、チャ

ネル別（第三者ネットレート提携者を含む）の現在と将来の予約データ、関連する ADR

（Average Daily Rate）、チャネルによる流通ミックス、を有効活用し、タイムリーな意思

決定に役立てるべきである。　適正チャネリング戦略立案と同一のチームが、このデータ

の有効活用を行なうべきである。　勿論データの有効性と有用性を確実なものにする為に、

他部門の人々も引き込む必要がある。

・　Reward early right-channeling adopters.

殆どのホテルが、チェーンによって所有されていない事を考えると、如何にしてチェーン

レベルの幹部達が、重要な支持者（チェーン傘下のプロパティー）達を遊離させずに、適

正チャネリング戦略を導入するのであろうか？　明確な、正確な、適正チャネリングガイ
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ドラインとゴールを設定し、ホテルオーナーとプロパティーレベルのマネジメントに、こ

の戦略が彼等の収支にどの様に影響を与えるのかを、̶̶例えば、適正チャネリングはホ

テルの粗利を 7ポイント近く改善し得ると言う様に、̶̶教育する必要がある。　そして、

報奨制度などによる積極的な強化策を、必要と思われる時に何時も、実施するべきである。

好成績達成者を、検索ディスプレーのトップにリストし、金銭的な報奨（多分フィーの減

額）と、社内報への掲載（より高いマージンと利益の達成報道）を行なうべきである。

図３：Brand early right-channeling adopters.

Next In The Series: The Technologies That Matter Most

次号：　テクノロジーが最も問題の予告

HITEC コンファレンスの直後に、ホテル マーケティング シリーズの 4 回目として、テク

ノロジーを取り上げる。　Forresterが推奨する、テクノロジーとそのベンダーを紹介する。

次号では：・　Web development.

全てのホテルは Web サイトを欲している。　どのベンダーが、ホテルにとって最適なの

か？　彼らの提供する機能は？　ホテル PMS(Property Management System = ホテル予

約管理システム)に、どのような密接な係わり合いがあるのか？

・　Self-service

　　ホテル業界にとって、セルフサービスはどれほど重要なのか？　ベンダーは関連ソリ
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ューションを提供しているのか？　現在のセルフサービスツールは、ホテルやゲストに何

を提供しているのか？　そしてホテルは、ベンダーの将来開発に何を求めるのか？

・　Customer analytics

ホテル業界は、顧客データの宝庫を所有しているが、何が一番重要なのか？　 CRM ソリ

ューションは山ほどあるが、これを超えて、ゲストの採算性についても分析する。

図 4：How Right-Channeling Yields Higher Revenue And Profit
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