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nytimes.com, 2/13/2007 

1. Orbitz’s New Challenge: Serving the Maverick Flier 

 オービッツ、新法人用サイト立ち上げ 

 

Orbitzが、新法人用旅行サイトwww.roadwarrior.orbitz.comを立ち上げた。 ビジネス旅客用

にアレンジしたインベントリー（特にホテル）と、目的地情報を掲載する。 
 

Orbitz は、既に管理ビジネス旅客用に、Orbitz for Business
サイトを保有しているが、今回これに加えて、主として中

小企業の非管理ビジネス旅客用サイトRoad Warriorを新設

した。 

Orbitz によれば、このセグメントの年間国内出張費は、

$28bn（3 兆 3,600 億円）に上ると言う。 管理ビジネスと

非管理ビジネスの両方の年間国内出張費合計は、$160bn
〜$170bn（19 兆 2,000 億円〜20 兆 400 億円）と見積もら

れている。 
 

管理ビジネス旅客＝ managed business travelers、年間出張予算 $20m 以下の企業の社員で、

出張規定遵守を要求される旅客。 
非管理ビジネス旅客=unmanaged business travelers、年間出張予算凡そ $20,000 の企業で、出

張規程も存在せず、自分達で勝手に出張手配をしている旅客。 
（1 月 26 日の講演会「 近の米オンライン旅行流通事情」では、『Orbitz for Business は、

非管理ビジネス旅客用のサイトである』と解説した。 しかし、ここでは“管理ビジネス

旅客用サイト”と説明している。 Orbitz for Business は、大手の企業の顧客（即ち管理ビ

ジネス旅客）を極僅かしか獲得出来ていない筈である。 Orbitz は、管理ビジネスと非管

理ビジネスの両方の旅客を狙ったサイトであるが、『 近、Orbitz for Business の経験を生か

して、より非管理ビジネスに特化した専用サイト Road Worrier を立ち上げた』、と言うのが

正解なのだろう。） 
 
 

非管理ビジネス旅客の多くは、オンライン旅行社サイトで調査し、予約はサプライヤーの

直販サイトで実施するケースが多くなっている。 サプライヤー・サイトも、フル・マイ

レッジ（ポイント）を用意して、これ等の旅客のダイレクト予約を益々奨励している。 そ

して、オンライン旅行社サイト経由の予約には、50%のマイレッジ（ポイント）しか与え

ない。 Orbitz は、サプライヤーのマイレッジ提供の利点を認めているものの、 近は、
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座席占有率の上昇に伴い、その価値は大幅に下落していると指摘している。 そして、Road 
Worrier は、サプライヤー サイト並みの価格を提供する事が出来ると言っている。 
大手企業が多い管理ビジネスの場合は、大手の企業のボリューム・インセンティブ獲得に

より割引価格が可能であるが、Road Worrier の場合は、Orbitz の量販力を梃にして、サプラ

イヤーから割引を獲得する。 
 

Orbitz は、Road Worrier のメリットとして、以下の 2 点を上げている。 
（１） Orbitz は、テキスト警報（text alert）でもって、便の遅延・欠航・混乱・緊急情報を

自動的に旅客に、指定された 大 6 箇所に連絡する機能を有している。 
（２） Orbitz の顧客が作る、旅行ニュース・ホテルやレストランのレビューの情報（UGC）

を保有している。 そして、勿論、航空会社 400 社、ホテル 6,500 軒、レンタカー

13 社の比較検索を可能にしている。 
 

連邦労働統計局によると、2005 年の初めには、全労働力の 7.4%の 1,030 万人が契約社員

で、企業で働く社員以外の数百万人の人達が、自費で旅行している。 Orbitz は、このセ

グメントを欲しがっている。 ■ 
 
 
 
TDR, February 7, 2007 

2. TDR 2 月 7 日号の要約 

 

Travel Distribution Report の 2 月 7 日号は、以下の 4 つの記事を掲載している。 
 

（５） パーソナライゼーション化に必要な 4 つステップ 
（６） ホテル・テクノロジー企業の M&A 
（７） パーソナライゼーション実績 
（８） 環境対策がブランド・イメージ向上 
 
 

（１）パーソナライゼーション化に必要な 4 つステップ 

   4 Steps Put Your Company On Consumers’ “Favorites” List 
   Get Ahead by doing the footwork for your customers. 
 

旅行市場で競争力を持ち続けるプレイヤーとなる為には、サプライヤーであろうと、旅行
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社であろうと、その中間のプレイヤーであろうとに拘らず、旅行者の購入エクスペリエン

スのパーソナライゼーション化が必要である。 
 

ステップ 1： ノートをとる事が出来る様にしなければいけない 
消費者は、旅行の調査のプロセスから、鉛筆と紙を取り除きたがっている。 彼等はログ

オンして、一々メモを取るのにウンザリしている。 幾つかの航空会社は、何時も使用す

るシティー・ペアーを記録し、ホテルはいつも使う目的地、或はプロパティーの情報を蓄

えている。 

検索会社の Kayak は、昨年 11 月、“Pin”を立ち上げて、消費者に、旅行の調査の段階で、

彼等が既に検索した複数のフライトやホテルやレンタカーの情報を一時的に記憶（メモ）

する機能を開発している。 
TripAdvisor は、1 月 30 日、“MyTrips”フォルダーと呼ばれる同様のノートをとる事が出来

るセーブ機能を立ち上げた。 
 

ステップ 2： アップセルの機能を重視しろ 
エキスパート達は、パーソナリゼーションのアイディアを、次のレベルまで向上させろと

言っている。 つまり、消費者の調査と予約の行動をトレースし、それを利用して、彼等

が望むプロダクトをオンライン販売しろと言っている。 
 

Kayak.com は、Pin 機能によって、ユーザーの要求を察知し、それをベースに彼等に対して

も相応しいディールを提供している。 例えば、ユーザーがいつも 4 つ星のホテルを検

索しているとすれば、彼等のデフォルト検索結果に 4 つ星ホテルを提供する。 そして、

この機能は、更に、消費者が好むであろうディールのアップセルにまで、発展する事が出

来る潜在的な能力を有している。 
 

例えば、オール・インクルーシブの $1,000 するクルーズに $300 の酒代が入っていたとす

る。 若し、事前に顧客が酒を飲まない人で有る事を察知していたならば、彼等に酒抜き

の $700 クルーズ（若しくは $1,000 で、酒代の代りにオフショアー・ツアーの提供）を販

売出来るだろう。 
 

ステップ 3： チャネルのシンクロナイズが必要 
Web ツールへ注意を集中させる前に、全てのチャネルに亘ってパーソナライズ化した購入

エクスペリエンスを提供する事を忘れてはならない。 カスタマー・リレエーションシッ

プ・マネジメント（CRM）アプリケーションは、顧客のショップの行動、つまり、それが

e-メールなのか、Web なのか、コールセンターのエージェント経由なのかを追跡しなけれ

ばならない。 そして、どのチャネルに於いても、同じレベルの効率性とパーソナライゼ
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ーションを提供しなければいけない。 
 

コールセンターのエージェントは、顧客プロファイルにアクセス出来る様にし、そして、

旅行の会社は、顧客の Web に於ける行動から、コールセンターに於けるエージェントのイ

ンタラクションの全てを把握して、顧客の“顔”（persona）を作り上げておく必要がある。 
 

ステップ 4：過大な目標を立てるな 
大き過ぎるパーソナライゼーション化の目標を立ててはいけない。 トップ・マネジメン

トは、12 ヶ月もしくはそれ以下の ROI を要求するだろう。 3 年間のプロジェクトは、6
ヶ月毎の中間目標を持った 6 回の計画のグループで編成させるべきである。 大きすぎる

計画は、全ての IT リソースを消耗させてしまうだろう。 多くの企業は、テクノロジー予

算の 2/3 を、コアコンピタンスでないデータ・センターとネットワークの管理に費やして

いる。 そして、戦略的に重要な付加価値活動に対する余裕有る資金を残していない。 

□ 
 
 

（２）ホテル・テクノロジー企業の M&A 

   New SoftBrands Sheds New-Generation Light On Hotel Tech Market 
   Hoteliers conduct rate comparison analysis with hosted service, Karyon. 
 

ホテル・テクノロジー企業は、伝統的に小規模な企業が集まっている。 近、そこで

M&A が活発化している。 プロパティー・マネジメント・システム（PMS）の如くの複

数年に跨がるテクノロジー投資を行っているプロパティーは、この傾向を歓迎している。 
 

比較的小規模なホスピタリティー・ソフトウエアー・プロバイダーの SoftBrands は、昨年

8 月に、より小さな企業 Hotel Information Systems（HIS）を買収した。 HIS は、“epitome”
ホテル PMS と“core”中央予約システム（CRS）を開発しているメーカーだ。 合併した

会社は、トップ PMS ベンダーである MICROS に対抗する。 1 月 30 日には、ドバイのホ

スピタリティー・グループである Jumeriah が、業界の皆が MICROS を採用すると予想して

いたのを裏切って、“epitom”PMS と“core”CRS を採用した。 
 

SoftBrands は、既に新流通サービス・プロバイダーKaryon（の設立を）発表している。 

Karyon は、SoftBrands のコア CRS プラットホームを使用し、メンバーのホテルに、レート

比較分析の実施と、GDS とその他の流通ソース経由のインベントリーを見る事が出来るホ

ステッド・サービスを提供する。 そして、2 年間で、PMS が発出する、ゲストの行動と

オキュパンシーのトレンド・データを使用して、“効率的なサプライ管理と効果的な需要を
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創造出来る”システムの構築を目指す。 この様なシステムを提供している会社は、数少

ない。 Amadeus は、このパイオニアだ。 □ 
 
 
 

（３）パーソナライゼーション実績 

   When You Get Personal, Are You Really Speaking Your Customer’s Language? 
   Research shows “personalization” attempts need to be better targeted and well coordinated 

between offline outlets. 
 
今日のパーソナライゼーションは、“ハロー、スミスさん”と語りかけて、そしてロイヤル

ティー・プログラムやポイント数を教えるだけでは成り立たない。 何かを売りつける様

な“プッシュ”では無くて“プル”が基本となって来ている。 
 

顧客が望むパーソナライゼーションのコミュニケーション（それが人であろうが、オンラ

イン、e-メール、電話、何であろうが）を選択し、顧客が使う言語で話す事を実現しなけ

ればいけない。 旅行業界で、この術をマスターしている会社は余り多く無い。 これ等

のエリアを改善する為には、以下を参考にしたら良い。 
 

 

 
□ 
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（４）環境対策がブランド・イメージ向上 

   Tap Into Travelers’ Do-Good Spirits --- And Build A More Reputable Brand Image 
   Best bet: Get travelers’ directly involved in your humanitarian and environment efforts. 

 
企業は、かってないほど、持続可能な社会的対応を求められている。 幾つかの旅行の会

社は、単に慈善団体に寄付するだけには留まらず、それ以上の積極的な対応をとっている。 

以下がその実例だ。 
 

Travelocity は、予約したフライト・ホテル・レンタカーが排出する炭酸ガスに見合う寄付

金を、The Conservation Fund に寄付する“Go Zero”プログラムを昨年 8 月に導入した。 こ

の寄付金は、炭酸ガスを吸収する植林事業に廻される。 Travelocity は、このプログラム

を通じて、より親密に顧客とのパソンナライゼーション化を追求出来ると語っている。 
 

Expedia は、同じく昨年 8 月に、地球温暖化プロジェクトを販売している TerraPass 経由で

炭酸ガスを相殺出来るプログラムを開発している。 Expedia の顧客は、予約後、小額のフ

ィーを支払って、この炭酸ガス相殺のプログラムを購入する仕組み。 
TerraPass に対する反応は期待以上で、今では、使用した炭酸ガス以上の 2,000 万屯の炭酸

ガスのバランスを保有していると言う。 
 

Hertz Canada は、昨年 9 月に、“Green Collection”と呼ばれる Natural Resources Canada のガ

イドに基づく 10.0L/100km 以下のハイウエー燃費のフリートを用意している。 
Fairmont Hotels は、Green Partnership プログラムを立ち上げて、地球温暖化に積極的に取り

組む企業イメージの向上に成功している。 具体的には、リサイクリング、ホテルの厨房

の有機物質の再利用、電気消費の少ない電球への交換などが含まれる。 
CheapCaribbean は、今年 3 月、“Back to the Beach Blowout”バケーション販売チャリティー・

ショーを後援し、このショーの全売上をカリブの Habitat for Humanity ホーム建設に寄付す

る。 そして、Web サイトで、カリブを訪問した時に、ボランタリー活動をする人達を募

集している。 □ ■ 
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FT.com, 2/12/2007 

3. Four tribes of the future 

  英未来コンサルタント、航空需要を 4 グループに分解 

 

英国のグローバル未来コンサルタント会社 Henley Centre HeadlightVision が、2020 年には、

4 つのカテゴリーの航空旅客が、価格・快適（comfort）・燃料効率のオプションのセレクシ

ョンを提供する数少ない航空会を選択する事になるだろうとレポートしている。 
このレポートは、急速に拡大する航空旅行産業は、迅速にそして協力して、情報テクノロ

ジーを導入し、旅客の異なるニーズに対応しなければならなくなると説いている。 
 

予測者達は、世界人口の増加、経済のグローバル化、世界的移住（global migration）の拡

大がコンテクストだと言っている。 そして、ツーリズムの高まり（Mintel＜注＞は 2020
年までに 8 億 3,700 万人へ倍増すると予測）と裕福さが、グローバルな旅行の種を撒くだ

ろうと予測している。 Henley は、情報テクノロジーの発展により旅行のコストは低下す

るので、旅行プロバイダーは、より良い価格とより安全な旅行を提供すると予測している。 

＜注＞Mintel 社は、欧州、米国の消費者の経済活動をモニタリングしている英国の調査会

社。 ロンドン、シカゴ、シドニー、ベルファストに事務所を置いている。 
 
 

ローコスト・キャリアは長距離線に進出し、顧客のエクスペリエンスを段階的に変化させ

る A380 型機の様な新しい航空機と、より多くの小規模空港の出現が、消費者の選択の幅

を広めるだろう。 航空旅行産業は、このコスト効率の良い、そして幅広いチョイスを上

手く利用しようと欲している 4 つの需要グループ：① Active Seniors、② Global Executive、
③ Cosmopolitan Commuters、④ Global Clans にフォーカスするだろう。 
 

① Active Seniors 
裕福で健康な 50 歳〜70 歳の需要層。 文化とレジャーを追求し、旅行を継続する。 
 

② Global Executive 
エリート ビジネス旅客で、プライベート・ジェットのタイプの旅行を欲している。 その

大半は、ブラジル・ロシア・インド・中国などの経済発展市場から出現する。 
 

③ Cosmopolitan Commuters 
住む都市と働く都市が異なる人達で、都市間移動（通勤）に航空機を利用する。 
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④ Global Clans 
ますます遠隔地域に住む家族のメンバー訪問に、ますます航空機を利用する人達。 
 

Henley の Sian Davies は、環境問題が航空に与える影響が

ハッキリ見通せないと言っている。 「環境問題は、人々

のニーズのコンテクストに於いて理解される必要がある

だろう」、「軽薄な旅行の減少の意見は、誰が旅行している

のかのコンテクストで考え直す必要がある」、と彼女は主

張している。 
 

Global Executive 達は； 
・ ビジネス・クラスやプレミアム・フライトよりも、ますますプライベート・ジェットと

エアー・タクシー サービスを好むだろう。 彼等は、よりエクスクルーシブな時間の

効率の良い特注旅行手段を求めている。 そしてビジネス旅行にレジャー旅行を結びつ

けるだろう。 

・ 彼等にとっては、価格は、余り問題とならないだろう。 しかし、テクノロジーへのア

クセスに対しては、人一倍強い関心を示すだろう。 彼等は、間際予約・取消・オーダ

ーメードのパッケージ旅行を要求する。 そして、全てのキャリアに、彼等のパーソナ

ルな旅行の記録とニーズの電子的履歴へのアクセスを欲するだろう。 

・ 飛行場に早めに到着した時は、より早く出発する便への変更を要求するだろう。 ファ

ースト・トラック・レーンに於けるチェックインと手荷物検査、荷物の自宅までの配達

を要求するだろう。 
 

4 つのグループの、これ等の全てのオプションを充足する事が出来る航空会社は、余り多

く存在しない。 航空業界では、コンソリデーションが始まるだろう。 これからのテク

ノロジー投資は大きく、小規模な航空会社は、その投資余力を持てないだろう。 勿論、

それには、政府と当局の規制が存在する。 業界に亘ってのテクノロジーの標準化も存在

していない。 現存するテクノロジーの多くは理論的で、共通システム化による情報のよ

り流通化の実行が必要とされる。 
 

このレポートは、Amadeus が Henley に委嘱してまとめさせた。 Amadeus のヘッド Frederic 
Spagnou は、「大きなテクノロジーのプロジェクトは約 5 年間かかるので、2010 年〜2015
年は見通せるが、2020 年以降は予測不可能な未来だ」と語っている。 ■ 
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FT.com, 2/16/2007 

4. BA surcharge plan draws corporate ire 

 英国航空、大事な法人顧客を怒らす 

 

直販を  30% から  50% へ拡大する事を計画している BA が、 Sabre, Amadeus, 
Galileo/Worldspan と契約更改交渉を行っている。 BA の 3 年間の GDS 契約が、今月末に

失効するからだ。 
 

BA は、この契約更改が不調に終われば、航空券の価格に全予約フィーを上乗せすると発

表した。 ビジネス・クラスの航空券は、多分、+5%〜+10%値上げとなるだろう。 
 

黙っていないのは、法人顧客と、法人旅行管理会社（Travel Management Company = TMC）
達だ。 英国を含む欧州と米国の大手 41 社のそれ等の顧客が、BA CEO Willie Walsh 宛に

書簡を出して、「BA が、予約管理コストの上乗せと、GDS からのコンテント（例えば座席

配置表など）の引き上げを強行するならば、我々は、他社に乗り換える」と、彼等の怒り

を伝えた。■ 
 
 
 
FT.com, 2/12/2007 

5. The secret service 

航空会社のシークレット･サービス 

 

AC の LHR 経由 NBO 行きの旅客が、LHR 空港に於ける乗り継ぎ時間 1 時間しかないにも

拘らず、プールで 30 分泳ぎたいと申し出た。 特別に訓練されたコンセルジェが、なんと

空港に一番近いプールに案内して、この旅客の希望を叶えた。 この旅客は、大手企業の

CEO や社長のグループに属するトップ･エリートの 1 人で、その要求は、マイレッジの

高レベルを達成したプレミアム旅客よりも優先される。 大手航空会社の殆どは、これら

の旅客の為ならば、どんな苦労も惜しまない。 幾つかの会社は、特別なメンバー制の会

員（Black Card）クラブを立ち上げているが、多くは、ブラウン管のスクリーンにフラッグ

を立てて、このセレブの人達をコッソリと認識している。 そして、コンセルジェ･サービ

スとゲート･サービスを提供し、何か問題が発生した場合は、 優先順位でもって対応する。 
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AFはClub 2000を立ち上げて、マイレッジ･クラブFlying Blueの 高レベルの顧客よりも、

Club 2000 の彼等を優遇している。 KLM は Skippers のクラブを持っている。 どちらの

クラブも、そのサービス内容を明かにしていない。  
この特別サービスを受けられる人達は、名士･富豪･企業ステータスの高い人達で、航空会

社の収入に大きな貢献をして呉れる人達だ。 近、スーパー･リッチ達が、ますますプラ

イベート･ジェットを使い始めた事が、航空会社のこの手のサービスの展開に拍車をかけて

いる。 も知られているのは、LH、UA（Global Service プログラム）、BA（black card）
のサービスだ。  
 

BA は、嘗ては結婚式の手配までお世話したが、 近アプローチを変更している。 空港

のセキュリティーやフォーマリティーの案内は（特に乗り継ぎ時間タイトな時は）依然と

して実施しているが、コンセルジェ･サービスを中止している。 BA は、市場は変化して

おり、エリート旅客は、この手の特別なサービスを、American Express Centurion カードの

如くのアシスタント･サービスで利用している、と語っている。 

BA は、顧客のフライング･エクスペリエンスに直接影響する事だけを、サービス提供の対

象にしている｡ そして、超エリート顧客を、会長や貴族院の取締役メンバーとのミーティ

ングに招待している。 彼等とロイヤルティーのトップ会員達には、BA の新サービス（例

えば新 Club World）開発の事前の相談や試乗を依頼している。 
 

UA の Global Service チームは、この種の旅客のヤヤコシイ食事の手配に精を出している。 

トップ･カスタマーが希望する雑誌をワザワザ取り揃えて用意している。 Y クラスの連れ

添いに、主人の F ラウンジに同行してはいけない等とは決して言わない。 ラウンジの女

性は、「あなたは Global Service メンバーでいらっしゃるので、お望み通りで結構です」と

にこやかに対応する。 LHR のターミナル間のタイトな乗り継ぎには、到着便機側から乗

り継ぎ便機側までを、車でタッタの 10 分で移動させる。 
 

LH のエリート･クラブ（HON）は、これらの他社のサービスとはメンバーの成り立ちが変

わっている。 HON の資格には、2 暦年で 60 万マイル（960 万キロ、LON＝FRA=DEL 24
往復に匹敵）が必要とされる。 メンバーの特典は、F クラス･ラウンジ（風呂付きの個室

が用意され、何でも言うがままになる個人的な支援サービスが受けられる）と、乗用車に

よる機側までの移動サービスが受けられる。 あるメンバーは、交通渋滞を回避するため

に、LH にヘリコプターを用意させたと言っている。（勿論、代金はその客が支払った。） 

LHR 空港のラウンジで働いている LH 社員は、匿名を条件に、「法に触れることでなけれ

ば、何でもお客様の要求を叶える努力を惜しまない」と語っている。 ■ 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）トーマスクック（独）がマイトラベル（英）を買収 
Thomas Cook は、ツアオペの英国上場企業 MyTravel との合併が、競争当局から承認を得ら

れれば、ロンドン証券取引所に上場する、と 2 月 12 日に発表した。 上場は、Thomas Cook
の創業以来 166 年の歴史で初めて。 パッケージ・ホリデー部門の売却を Thomas Cook 若

しくは MyTravel に競争売却する事を計画していた First Choice は、この突然のニュースに

ショックを受けている。 First Choice は、この発表直後に、ホリデー部門の競売を中止し

た。 

Thomas Cook の親会社であるドイツの百貨店 KarstadtQuelle が新しいグループの 52%を、

残りを MyTravel の株主が保有する。 
この買収により Karstadt の販売は、8bn ユーロから 21bn ユーロ（1 兆 4,000 億円から 3 兆

1,500 億円）に拡大する。 Neckermann 通信販売ユニットの上場後は、Karstadt にとって、

旅行部門の占める割合は、26%から 58%に上昇する。 
Karstadt は、欧州ツーリズム市場が年率 +2.6%で成長し、2015 年には 348bn ユーロ（52
兆 2,000 億円）の規模に達すると予測している。 そして、年金生活者の増加と旅行イン

フラの改善により、ツーリズムの成長のメガトレンドが始まると見ている。 この合併は、 
75m ポンド（180 億円）のシナジーをもたらすと期待されている。 MyTravel には、過去

の累積欠損▲800m ポンド（1,910 億円）が有る。 英国法は、合併後もこの累損をキャリ

ーオーバーする事を許している。 従って、Thomas Cook は、800m ポンド迄の利益の法人

税を回避出来る。 Thomas Cook は、この合併で Tui（独）を追撃する。(FT.com, 2/12/2007) 
 

（尚、LH が所有していた Thomas Cook 株 50%の KarstadtQuelle 売却手続きは、2 月 9 日に

終了している。） 
1997年、KarstadtQuelle（KQ）とLHは、共同でホリデー販売とホテル航空会社を所有する

総合ツアー・オペレーターC&N Touristik AGを設立した。 
2001年、Thomas Cook UKを買収。 社名をThomas Cookに変更。 
2006年、LH、Thomas Cook株50%をKQに売却。 
2007年、MyTravel（旧Airtours）を買収。 
 

トーマス・クック社  フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
トーマス・クック・アーゲー社 (Thomas Cook AG)は、近代的な意味での世界 初の旅行代

理店。 イギリスの旅行会社であったが、買収の結果ドイツのルフトハンザ航空の傘下に
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入り、現在はドイツの企業となった。 
中世では、ヴェネツィア共和国などの商人などが聖地巡礼旅行の斡旋を行っていたが、旅

行客のためにホテルや乗り物の予約代行や団体列車の運行をおこなうものはトーマス・ク

ック社が初めてである。 
設立者のトーマス・クックはプロテスタントの一派であるバプティスト派の伝道師で、禁

酒運動に打ち込んでいた。 1841年に開催された禁酒運動の大会に、信徒を数多く送り込

むため、列車の切符の一括手配を考えだし、当時高価だった鉄道を割安料金で乗れるよう

にした。これをきっかけに一般の団体旅行を扱い始めた。 
1855年からは、イギリスからヨーロッパ諸国への団体旅行も扱うようになった。 1871年に

は彼の息子たちとともにトーマス・クック・アンド・サン社を設立した。 1873年には『ト

ーマスクック・ヨーロッパ鉄道時刻表 Thomas Cook Continental Time Table』を発刊した。 

1874年には、トラベラーズチェックの取り扱いも開始した。 
1928 年には、クック家の所有から離れた。 2001 年には C&N Touristic AG に買収され、

トーマス・クック・アー・ゲー社に改名した。 『ヨーロッパ鉄道地図』も出版している。  
現在ヨーロッパでは第 2 位、世界でも第 3 位にランクされるレジャートラベルグループに

成長している。 ツアー・オペレーター、航空会社、旅行代理業、ホテルなど、旅行にお

けるさまざまな分野で幅広いネットワークを保持する。 
Thomas Cook Airways は 24 機、MyTravel Airways は 31 機のフリートを夫々所有している。 
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（２）トラベロシティーとプライスライン、違法アドウエアー使用でペナルティー 
Travelocity と Priceline は、違法なアドウエアーを使用した事に対して、調査費用とペナル

ティーとして、夫々 $35,000 と $30,000 を NYC の検事局に支払う事に合意した。 
NYC 検事局によれば、両社は Direct Revenue 社と契約して、消費者の了解無しにネット サ
ーフィングを盗み取り、それを利用して違法に広告を打っていたと言う。 両社は、違法

性については認めていないが、今回、検事局と示談する事を選択した。 どちらも、既に

この会社の利用を中止している。 Direct Science（Direct Revenue とは無関係）によれば、

全オンライン広告の 13%は“行動ターゲティング”（behavioral targeting）のカテゴリーに

分類されると言う。(DTW, 2/13/2007) 
 
 
 

（３）プライスライン 第 4 四半期利益 3 倍増加 
Priceline.com の第 4 四半期利益が、昨年同期の $3.8m から $13.2m（15.8 億円）に 3.4 倍増

益した。 収入は、+27.5%増加して $260.1m（312 億円）となった。 グロス旅行予約は、

+38%増の $742.4m（890 億円）であった。 好決算は、2005 年に買収した欧州サイトの

Booking.com の収入倍増（$319.1m≒382 億円）によるところが大きい。 Nasdaq に上場し

ている株価は +5.16%上昇し、$48.30 を付けた。(nytimes.com, 2/13/2007) 
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（４）エクスペディア 第 4 四半期決算 
Expedia Inc.は、第４四半期決算で、+166%増益の $67.1m（81 億円）の利益を計上した。 
しかし年商 22 億ドル（2,640 億円）の世界 大のオンライン旅行社は、Expedia.com の失望

させたパーフォーマンスをカバーする成績を上げる事に失敗した。 
海外販売は +25%増加したものの、国内販売（Expedia.com, Hotels.com, Hotwire が主たる国

内収入源）は僅か +1%しか増加しなかった。 マーチャント・ホテル収入は主として海外

販売に於いて増加し、国内線航空券販売収入の低下が国内総収入拡大を抑制した。 
粗利（下表 revenue margin）は、14.4%へ 0.16%（下表 16 bsp）に低下した。(DTW, 2/15/2007) 
(expediainc.com, press release Feb. 15, 2007) 
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（５）サイドステップ、プライベート・ジェットの検索開始 
SideStep が、PrivateJetSpecialist.com と提携して、プライベート・ジェットの検索を開始し

た。 Meridian Air Charter 社が運航する Falcon 50s から Gulfstream Vs までのチャーター検

索が可能。 この検索は、先ず、F クラスか C クラスのグループ予約検索を実施すると、

検索結果の 後のページ（多分 5〜6 ページ目）に、このプライベート・ジェットが掲示さ

れる。 あるいは、ページの左側に有る SmartSort フィルタリング・システムを利用して、

初の検索後にプライベート・ジェットの検索を実施する事が出来る。 Sidestep は、皆

が考えているほどプライベート・ジェットは高価では無く、ケースによっては F クラス４

人分で 1 機チャーター出来ると言っている。(DTW, 2/15/2007) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）エアーアジア、5 月までに SIN=KUL 線開設を期待 
AirAsia（マ）CEO の Tony Fernandes は、現在 SQ と MH の 2 社で市場の 85%を占有してい

る SIN=KUL 線への乗入れを、4 月〜5 月には開始出来るだろうと語った。 彼は、この路

線（飛行時間 30 分）の往復運賃 S$450（35,550 円）を、 大割引運賃 $60（4.700 円）ま

で値引き出来ると言っている。 シンガポールとマレーシア政府は、来月にも、この問題

を協議する。(channenewsasia.com, 2/11/2007) 
 

（２）エアーアジア X A330 型機か B777 型機を 20 機調達 
1 月に設立された長距離バジェット航空会社 AirAsia X（マ）が、来月、A330-300 型機、若

しくは、B777-200 型機×20 機（総額 $4bn≒4,800 億円）を発注する。 AirAsia X は、8
月に、リース機×3 機により英国と中国の路線を開設する。 そして、その後、インドと

豪州への乗入れを計画している。 来月発注する機材は、2008 年第 3 四半期以降の導入と

なる模様。 Air Asia X の運航は、ボルネオの地方路線を運営している Fly Asian Express が
担当する。(channenewsasia.com, 2/11/2007) 
 

（３）SQ 第 3 四半期 +49%増益 
SQ は、12 月に終了した第 3 四半期決算で、前年同期比 +49%増益した S$589m（465 億円）

を計上した。 旺盛な航空需要が、収支向上に貢献している。 収入は、前期比 +6.7%の 
S$3.79bn（2,990 億円）。 燃油費は、+4.2%の S$1.23bn（971 億円）で、総コストの 37%
を構成している。 この決算には、Singapore Aircraft Leasing Enterprise の株式売却による収

入 S$198m（156 億円）が含まれている。(wsj.com, 2/11/2007) 

情報 257（平成 19 年 2 月 18 日）  TD 勉強会 18



 

 
（４）米運輸省、米中路線追加 1 路緯線をデルタ航空の WAS=北京線に決定 
米運輸省は、2 月 8 日、米中追加 1 路線を DL 航空の WAS（Dulles）＝北京に決定した。 

DL は、3 月 28 日より、B747 型機（F14/C73/Y-Plus88/Y172=347）により運航開始する。(DTW, 
2/9/2007) 
 

（５）長距離バジェット航空会社、相次いで米国乗り入れ申請 
昨年 10 月に香港＝LON（Gatwick）を B747 型機 2 クラスで開始した香港の振興低運賃航

空会社の Oasis 航空が、2 月 7 日、米運輸省に香港＝オークランド（加州）を申請した。 運

航開始予定日は、6 月 1 日から週 4 便、7 月 1 日からは毎日便とし、その後、CHI 線を開設

する計画。 運賃は、片道 Y クラス $196、C クラス $926 から。 Oasis は、この他に

BER/CGN/カナダ路線の開設を計画している。 同社は、LCC との便接続（特にオークラ

ンドと BER で）を計画している。 

先月 Zoom 航空が、LON（Gatwick）=JFK 線を米運輸省に申請した。 運航開始予定日は

6 月 7 日。 この申請に対して DL が異論を挟んでいる。 ZOOM は元々カナダの航空会

社で、カナダ 8 都市と英 4 都市及びカナダ 4 都市と PAR を結ぶ大西洋路線を運航している

航空会社。 昨年スコットランド銀行が Zoom の少数株を購入し、カナダ以外の路線を運

航する為の英国子会社 Zoom UK を設立している。 DL は、この Zoom UK のオーナシッ

プを問題にしている。(DTW, 2/9/2007) 
 

（６）イージージェット創立者が地球温暖化対策で苦言 
アウトスポークンで有名な easyJet 創立者の Stelios Haji-Ioannou が、地球温暖化対策で苦言

を呈している。 スイスのダボスで開催された World Economic Forum の出席者の多く（大

手企業のトップ）が、プライベート・ジェット機で飛来して、地球温暖化対策を論じてい

るのは、欺瞞だと Financial Times で指摘している。 彼は、英国の航空旅客税の値上げが、

航空会社の環境対策プロジェクトを弱めると批判し、この代りに世界的な炭酸ガスのトレ

ーディング・スキームを導入するべきだと訴えている。 世界的な公害対策に手をつけず

に、欧州企業と消費者だけに財務的なペナルティーを負荷するのは筋違いだと主張してい

る。(FT.com, 2/12/2007) 
 

（７）バージンの大西洋路線競争 
Virgin Atlantic の Gatwick 空港の靴磨き John Grey（80）と、CEO の Steve Ridgway（55）が、

大英勲章第 3 位を共に受賞した。 Ridgway は、この受賞は、Virgin が下から上まで、9,000
人の社員間の良い人間関係が確立している証だと喜んでいる。 
Virgin Atlantic の 2/3 の社員は、Gatwick 本社に行った事がない。 経営組織は極めてシン
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プルで、CEO と COO と CFO しか存在しない。 残りは全てマネージャーに権限が委嘱さ

れている。 コミュニケーションの問題は、この会社には存在しないのだ。 Richard 
Branson は、毎日 Ridgway に電話を掛けて来る。 
23 年前にタッタの 2 機の航空会社で運航を開始した Virgin Atlantic は、巨大な BA に対抗

して、今では航空機 36 機を保有する年商 2.5bn ポンド（5,980 億円）の 31 路線を保有す

る長距離航空会社に成長している。 そして、風通し良い社風の中で Virgin イメージの向

上のために、他社が真似出来ないユニークなアイディアを次から次へと実現させている。 

他社の F クラス並みの Upper Class。 15 年から 20 年前のビジネス・クラスと同質のスペ

ースの広い Premium Economy は、強力な競争力を有している。 LHR 空港に於けるクラ

ブ ハウスはスパの設備を設け、食事、床屋、マッサージが出来る。 Upper Class の旅客

にはリムジン サービスと、そして彼等にドライブ・スルーのチェックイン（マクドナルド

から真似ている）サービスまでを提供する。 機内では、バーを設置し、マッサージとマ

ニキュア サービスを提供し、座席背面のモニターではオンライン・ポッドキャストを楽し

める。 エコノミー・クラスではアイスクリームを提供する。 

Ridgway は、経済のグローバル化により旅行市場は、サイクリックな動きが減少している

と言っている。 欧米のトラフィックが堅調であると、次には中国やインドの市場が活発

化する。 2 つの市場は米依存をリバランスする。 航空機は、性能改善により年々旅行

のコストを低下させている。 航空旅客の需要は極めて強いと彼は言っている。(FT.com, 
2/12/2007) 

 

（８）英国航空、再びストの脅威に晒される 
BA の地上職組合である GMB 組合員（4,500 人）は、2 月 12 日、▲21 億ポンド（5,000 億

円）の積立不足に喘ぐ年金再編案に反対する投票を行った。 
この投票結果（投票率 70%で 68%が再編反対）が、即、スト決行には繋がらないが、GMB
は、今後の労使交渉次第では。ストが選択肢の中に入って来ると言っている。 その他の

3 組合である Balpa, T&GWU, AMICUS は、基本的には、年金再編に賛成している。(FT.com, 
2/12/2007) 
 

（９）カンタス、株主に APA の買収提案受け入れをリコメンド 
QF は、2 月 12 日、Macquarie Bank が率いるコンソーシアム（Airline Partners Australia = APA）

の A$11.1bn（1 兆 350 億円）に上る買収提案の受け入れを株主にリコメンドした。 APA
以上のオファーが無い事、バリュエーションの専門家の Grant Samuel & Association の評価

は、QF 株 1 株 A$5.18 以上であれば“売り”と評価した事が、買収受け入れのリコメンデ

ーションの理由となっている。 APA のオファーは 1 株 A$5.60 で、CS&A は、買収オフ

ァーなかりせば、1 株 A$4.20 に値下がりしている筈だと言っている。 

APA は、当初の“この取引には競争当局の審査は必要ない”というポジションを変更して、
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先週、豪政府の Foreign Investment Review Board に、この買収を申請した。 APA は、政治

的な、および世論の買収反対に遭遇している。 しかし、殆どのアナリスト達は、この買

収が、外資規制法の枠内でもあり、成功すると見ている。 豪政府は、11 月に行われる総

選挙を気にしており、この買収に慎重な姿勢を崩していない。(FT.com, 2/12/2007) 
 

（10）中台間 直行チャーター便運航開始 
Lunar New Yearに許されている中国と台湾間の直行チャーター便の運航が 2月 12日開始さ

れた。 2 月 26 日までの 2 週間、中国 6 社と台湾 6 社が、合計 96 便の旅客チャーター便

を運営する。 旅客は、中国駐在の（家族を含む）台湾人及びその親戚の中国人と、在中

国の台湾企業で働く中国人。 中台間の直行便は、2005 年の Lunar New Year から開始され

（当時は香港 FIR 経由）、昨年 6 月に、Lunar New Year, Tomb Sweeping Festival, Dragon Boat 
Festival, Mid-Autumn Festival の 4 回のホリデー期間に、年間合計 168 便の旅客チャーター

便の運航が合意された。 この他に、貨物便チャーターが合意されている。

(channelnewsasai.com, 2/13/2007) 

 

（11）トルコ空港管理会社が上場 
トルコの主要国際空港（複数）を管理運営している TAV Airport が、イスタンブールの証券

取引所に来週上場されて、時価総額 $1.7bn（2,000 億円）の企業となるだろう。 TAV は

この上場で、18.4%の株式を内外の投資家に売却する。 TAV Airports は、昨年に、イスタ

ンブール国際空港の2,300万人を含む合計2,900万人の旅客を取り扱った。 過去5年間で、

トルコ航空は、フリートを 100 機編成に倍増している。(FT.com, 2/13/2007) 
 

（12）航空会社だけが地球温暖化の悪者では無い 
easyJet CEO Alan Harrison が Financial Times に投稿して、航空会社の環境対策について述べ

ている。 
・ 航空会社の排出する炭酸ガスは多く無い。 Sir Nicholas Stern が指摘している様に、航

空が出す CO2 は、全排出量の 1.6%しか構成しない。 そして、テクノロジーによる改

良がゼロと仮定しても、2050 年に 2.5%にしかならない。 
・ 航空機とエンジンのテクノロジーが進歩し、排ガスの劇的な削減を可能にしているにも

拘らず、この要素は、将来の予測値の算定には勘案されていないのだ。 
・ 政府は、航空の経済と国民の生活に貢献している部分と、環境問題とをバランスさせて、

環境対策を立案する必要がある。 新テクノロジーの迅速な採用、欧州に於ける航空機

の環境対策 低基準の設定（自動車業界で採用されている如くの）、そして。既に幾つ

かの航空会社が、劇的な排ガス規制を実施している事を認識する必要がある。 

・ 英国政府の 24 億ポンド（5,700 億円）に上る航空旅客税（airline passenger duty = APD）

には問題が有る。 貨物やプライベート・ジェットは、全く徴税の対象とされていない。 
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しかも、税収は、環境対策費には廻されていない。 それに加えて英国国内線往復に 20
ポンド（現在は 25 ポンドに値上げされた）は、余りにも高すぎる。 EasyJet が支出し

ている便当たりの排ガス対策費の 10 倍もする。 
・ も環境に優しい航空機を運航している航空会社を選ぶインセンティブを、消費者に与

えるべきだと考える。 EasyJet は、昨年、275m ポンド（660 億円）のコストをかけて、

22 機の機齢の古い航空機を退役させた。 そして、向こう４年間で 100 機の真新しい

A319 型機を導入する。 まさにこれは、Stern が言っている“green growth”だ。 

・ 我々は、地球温暖化対策について政府や消費者に、航空業界が何れだけ努力しているか

を、啓蒙する事に失敗している。 これは、顧客満足を売り物にしている航空会社にと

って、おかしな事だ。 直さなければいけない。 そこで、EasyJet は、3 つの環境規約

を設定した。 ①運航の効率化、②空港に於ける効率化、そして③グリーンな環境を創

り出す事を目標としている。 

・ 低運賃提供と同じビジネス・モデル（即ち新造機、高 L/F、直行便）が、環境効率を高

めている。 EasyJet は、伝統的航空会社よりも、RPK 当たりの排ガスは▲27%も低い。 

そして、空港のサプライヤーも、それ以上の環境対策を実施している。 
・ 欧州の非効率な航空管制も改めなければいけない。 意味有る欧州域内の排ガストレー

ディング・スキームの制定、次世代の航空機の導入、旅客への環境情報の提供と、彼等

の利用するフライトの排ガスを相殺するプログラムへの参加を奨励する必要が有るだ

ろう。 

・ 航空の排ガスは、2050 年で全体の 2.5%を構成する。 この 2.5%の対策を強化する必要

があるが、同時に、残りの 97.5%の対策も併行して取り組まなければならない。(FT.com, 
2/14/2007) 

 

（13）AF/KLM 第 3 四半期利益 3 倍 
年商で世界 大の航空会社 AF/KLM の第 3 四半期利益が、堅調な旅客需要（特にプレミア

ム・クラス）の増加によって、 229m ユーロ（344 億円）と前年同期比で凡そ 3 倍となっ

た。 第４四半期は、収支トントンを予想しているため、年度の利益は、9 ヶ月間の利益

847m ユーロ（1,270 億円）となる見通し。(FT.com, 2/14/2007) 
 
 

 FY2006 Q3 FY2005 Q3 差異 備  考 

収 入 5.75bn 5.43 +5.9% L/F 79.8%  需要+4.3%＜供給+4.7% 

営業利益 252m 190 +32% 旅客部門 +48% 1.03bn、貨物▲41% 84m 

利 益 229m 77 +197% 燃油費 9 ヶ月間 +20.1% 3.26bn 
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（14）事故減少、保険料低下 
2001 年末の AA587 便の Queens（NYC）墜落事故以来、米国では大きな事故は発生してい

ない。 以来、航空の保険金（claims）が凡そ▲70%低下している（英航空コンサルタント

Ascend）。 
近数年間に発生した主要な数件の死亡事故は、すべて欧米よりも保険金の支払が安い地

域で発生している。 大きな保険金支払の減少が、航空保険販売を魅力あるモノにしてい

る。 昨年だけでも、少なくとも 10 社がこの特赦な事業に参入し、競争を激化させた結果、

保険料金が低下（2001 年比で▲50%）している。 保険料金の大幅な低下は、航空会社の

収支を改善させるが、保険会社は、航空機の安全性の向上との因果関係がハッキリしてい

ないと言っている。 致命的な大事故が発生すれば、20 億ドル（2,400 億円）が求償され

る事になる。 保険業界は、行き過ぎている保険料金の低下を憂慮している。 特別な保

険及び再保険業者の Axis Capital Holdings は、2005 年後半から、航空保険事業の取引を低

下させている。(wsj.com, 2/14/2007) 
 

 

 
 

（15）中国南方航空、国際線拡大 
保有機数で中国 大の China Southern Airlines が、2007 年中に、中国南部の広州（Guangzhou）
発の国際線を、週間 136 便から 182 便へ拡大させる。 この拡大には、10 の新路線開設が

含まれている。 新路線には、ルアンダ（アンゴラ）、ドバイ（ア首連）、デリー（インド）、
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仙台／札幌や、その他のアジアの都市が含まれる。 同社は、2010 年までに、440 機のフ

リートを保有するだろう。 今年の導入機数は 68 機。channelnewsasia.com, 2/14/2007) 
 
 

A China Southern Airlines plane comes in for 

a landing as another sits on the tarmac in 

Xian in western China's Shaanxi province 

 
 
 
 
 

（16）タイ航空、A380 型機のデリバリー遅延補償問題でエアバスと合意 
TG が、A380 型機のデリバリー遅延補償問題でエアバスと合意した。 合意内容は明らか

にされていないが、TG は、遅延補償金の代替として、エアバスから A330 型機×8 機を、

1 機当たり $90m（108 億円）で購入する権利（凡そ▲$10m の値引き）を獲得した模様。 

TG は A380 型機×6 機を発注している。 当初の 2009 年からのデリバリーが 2011 年以降

に、2 年間遅れている。 CDG, LON, FRA 線へ投入する。(channelnewsasia.com, 2/14/2007) 
 

（17）FAA、2008 年に幾つかの航空税を廃止若しくは削減 
Federal Aviation Administration（FAA）は、2 月 14 日、将来のファンディング提案をまとめ

た。 これによると、7.5%の航空券税の他、国内線区間税、アラスカ／ハワイ税、6.25%
の貨物ウエイビル税、7.5%のフリークエント・フライヤー税が廃止される。 更に、国際

到着と出発税が 1 旅客当たり $14.50 から $6.39 に値下げされる。 しかし、現在 $4.50
にキャップされている空港旅客施設利用料（PFC）は、$6 に値上げされる。 これ等の減

税分は、商業航空に課されるユーザー・チャージと、ジェネラル・アビエーションに課さ

れる燃料税の値上げにより補填される。 このユーザー・チャージは、航空券面上には表

れない。 この FAA の案は、アビエーション・システムのコストを、コーポレット・ジェ

ットにより多く賦課する計画。 議会での強い反対が予想されている。(DTW, 2/15/2007) 
 

（18）デルタ航空 2006 年度決算 ▲$6.2bn 欠損計上 
DL 航空が、2006 年決算で、▲$6.2bn（7,440 億円）の欠損を計上した。 リストラ経費を

除いた実質的損失は、▲$406m（487 億円）であった。 DL はエクジット・ファイナンス 
$2.5bn を既に確保し、4 月末日の Chapter-11 離脱を予定する。(delta.com press release, 
2/14/2007) 
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上段：第 3 四半期、下段：年度決算 単位：百万ドル 

 REV OPP NP 備  考 

4,138 

(+5.3%) 

6 

(-675) 

-1,981 

(-1,238)

リストラ項目を除くと 損失▲179m。 
(前年度-782m) 
3 期連続営業利益計上。 
単位コスト▲6.2%（除燃料・特別費用）。 
 

DL 

17,171 

 
 

Yield, L/F, Fuel は、mainline + regional。 R.cash = restricted cash。 
 

ページ 38 に、米主要 10 社の収支一覧表を掲載した。 
 
 

（19）ノースウエスト航空、再建案を破産裁判所に提出 
NW 航空が、NYC 破産裁判所に、Chapter-11 離脱に必要となる会社再建案（disclosure 
statement）を提出した。 NW は、年▲$2.4bn（2,880 億円）のコスト削減に成功し、負債

と航空機リース・オブリゲーションを▲$4bn（4,800 億円）減少させて、破産裁判所と、債

権者委員会の承認が得られれば、6 月中の Chapter-11 離脱を予定する。 

(+6.1%) 

58 

(-2,001) 

-6,205 

(-3,836)

2000 年以来初の年度営業利益計上。 
リストラ項目（net1.8bn）を除くと損失▲406m。

(前年度-2.208bn) 
CSAM▲3.9%（除燃料・特別費用）。 
▲ 3bn コスト削減 1 年前倒しで達成。 
2007 年 4 月末の C-11 離脱を計画する。 
mainline 保有機数 480 機 → 440 機。 
従業員数 55,600 → 51,300 
 

Yield 

cent 

L/F REV OPP NP ASM CASM Fuel  

million million million billion cent  % ¢ガロン 

現金 

同等物

4,138 

(+5.3%) 

6 

(-675) 

-1,981 

(-1,238) 

30.2 
(-4.3%)

13.35 

(12.75)

77.5 

(73.8) 

10.41 

(11.48)

202 

(206) D

L 

3.5bn 

17,171 

(+6.1%) 

58 

(-2,001)

-6,205 

(-3,836) 

125.4 
(-6.3%)

13.46 

(12.19)

78.5 

(76.5) 

10.46 204 

(10.88) (171) 

内 2.6bn

R.cash 
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 再建案の評価及び骨子は、以下の通りである。 
 S&P のアナリストは、この計画は、短期では、ある程度信頼が置けるが、長期では、

予測の前提が楽観的すぎるかも知れないとコメントしている。 
 旅客収入の伸びを年率 +1.3%、供給拡大を年率 +2%（大西洋線は +9%）、イールド

を年率 +1.8%と置いている。 2006 年の年商 $12.57bn（1 兆 5,000 億円）は、2010
年には $14bn（1 兆 6,800 億円）に拡大する。 

 燃料費は、今年の $1.92/G が、2010 年には $2.07/G になると予想している。 
 破裁の財務アドバイザーは、C-11 離脱後の NW 企業価値を $6.45bn〜$7.55bn（7,740

億円〜9,060 億円、株主割当を含まず）と見積もっている。 
 無担保債権者は、債権（総額 $8.7bn〜$9.5bn≒ 1 兆 440 億円〜1 兆 1,400 億円）の略

3/4 を取り返す事が出来るだろう。（旧株券はタダの紙切れと化す。） 
 給与とベネフィット削減に協力した 30,000 人の社員達は、 $1.5bn（1,800 億円）の新

株とストック・オプションを獲得するだろう。（マネジメントへの支払は未定。） 
(wsj.com, 2/16/2007) 
 

 

 
 

（20）AF/KLM が、ロンドン・シティー空港発着路線を増強 
AF/KLM グループが、City Jet for Air France のブランドで、LON City 空港発着路線を 3 月末

までに 10 路線に拡大する。 LON City 空港は、金融中心街の City から 20 分、ビジネス・

センターの Canary Wharf から 5 分の、立地条件の良い場所に位置しており、AF/KLM は、

新ブランドの航空会社で、ビジネス顧客の獲得を狙う。 City Jet は、グループのアイルラ

ンド子会社で、Avro RJ85（95 席）（23 機）（NW が米国のリジョナル・フィーダー路線で
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使用していた機材）を保有している。 この内 8 機が、LON City 空港発着路線に投入され

る。 BA と LH も、City 発着路線を増強しており、大手 3 社の競争が激化する事が予想さ

れている。 
BA は、子会社 BA CityFlyer（Avro RJ100×10 機保有）により、London City Airport から FRA, 
MAD, MIL, Edinburgh の 4 路線を運航している。 3 月からは、Glasgow と ZRH を開設す

る他、既存路線の増便を予定している。(FT.com, 2/16/2007) 
 
 

 

CityFlyer Avro operates its nine RJ100s in British Airways colors (BAe) 
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 水 運  
 

（１）ウエーブ・シーズン不調 
Wave シーズンがパットしない。 Royal Caribbean Cruises は、ハイエンドのプロダクト（特

に欧州）の需要は好調で、価格も堅調に推移しているが、カリブの価格が、特に今年上半

期に於いて低迷している、と語っている。 2 月 5 日の全体的な失望させる見通しの発表

が、Royal Caribbean の株価を▲5%低下させた。 しかし、業界は、昔程、1 年の 初の 10
週間の Wave の重要性が薄まっていると指摘している。 昔と違って、ブッキング・パタ

ーンが変化して（出航日に近い予約が増えつつある）、通年平均した需要が期待出来る、と

多くの旅行社が言っている。 Wave の問題ではなくて、カリブの不調の問題だと言う人達

が居る。 Royal Caribbean は、供給を欧州やアラスカにシフトさせている。 カリブの供

給を▲5%削減し、欧州の供給を全体の 14%から 21%に拡大している。 第 2 四半期には、

価格も上昇するだろうと期待している。(DTW, 2/12/2007) 
 

（２）ハッチソンワンポア、ベトナムでコンテナ・ターミナル建設へ 
香港コングロマリット Hutchison Whampoa Ltd.の港湾ユニット（世界 大コンテナ・ター

ミナル運営業者）が、ベトナムの Ba Ria Vung Tau プロバンスの深海港（ホーチミン市南方

100km）に、埠頭長 730m、ヤード地区 33 ヘクタールの広さを持つコンテナ・ターミナル

Saigon International Terminal を建設し運営する合弁企業の設立に合意した。 提携先は、ホ

ーチミン市のプロパティーと建設業 Saigon Investment Construction & Commerce Co.で、運営

開始は 2011 年が予定されている。(wsj.com, 2/15/2007) 
 

（３）DP ワールドの米港湾運営権の AIG 販売が揉めている 
昨年 12 月に DP World（ドバイ）が米港湾運営権を AIG に凡そ 10 億ドル（1,200 億円）で

売却した。 この売却資産は、DP World の P&O 買収の中に含まれていた物で、米議会の

感情的な安全保障上の問題を理由にした政治的圧力で、売却を余儀なくされた曰く付きの

資産。 AIG への売却成立で一件落着かと思われたが、今週、NYC と New Jersey の港湾

局が、DP World と AIG に対して $84m（100 億円）を要求した。 DP World に対しては $30m
（DP World とその前のオーナーである P&O の為に投資した額の返還要求）と、AIG に対

しては $50m、（これからの投資の為の前受金）を要求している。 両港湾当局は、港湾経

験の無い AIG が投資も行わず売り抜ける事を怖れている。 DP World と AIG は、この前

例のない要求に猛反発している。 AIG は、そんな事であれば、買収を白紙に戻すと息巻

いている。(nytimes.com, 2/16/2007) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）英国企業がグレーハンド買収 
国際旅客輸送グループの FirstGroup p.c.（英）が、Greyhound Lines モーターコーチ・ライン

の親会社 Laidlaw International を $3.6bn（4,320 億円）（$800m の負債込み）で買収する事に

合意した。 Laidlaw の取締役会は、株主に対して、株式売却（1 株 $35.25）をリコメンド

する。(DTW, 2/13/2006) 

 

 
 

（２）バーが列車から消えてしまう 
鉄道エージェンシーがバー・カー（bar car）
の廃止（若しくは削減）に取り組んでいる。 

採算性を上げる為に客席を増加させたいのだ。 

（そして、降車駅から自宅までの飲酒運転を

無くしたい為だ。） バー・カーで、一息入れ

て常連とのコミュニティーを楽しんでいる通

勤客が嘆いている。(wsj.com, 2/15/2007) 
The interior of club car that ran on 

the New Haven line until the 1970s. 

 
 

（３）中国、鉄道近代化 5 カ年計画 
中国が、2010 年までの鉄道近代化 5 カ年計画で、今までの 4 倍の資金の投資を予定してい

る。 1 兆 2,500 億元（18 兆 7,500 億円）を鉄道敷設と関連機器に投資する。 2,500 億元
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が機関車と車両の投資に廻される、 今後 20 年間で、中国は、鉄道車両や関連機器産業に

とって、世界一の市場となるだろう。 
今月には、カナダの Bombardier が、中国鉄道省との間で、貨物列車用の機関車 500 台の商

談（$480m≒576 億円）を成約した。（中国の鉄道貨物の 50%は石炭。） 昨年は、Siemens
が 60 台の高速列車（669m ユーロ≒1,000 億円）を、Alstom（仏）と川崎重工が率いるコン

ソーシアムが夫々60 台の弾丸列車の商談に成功している。 しかし、中国の商談には、必

ず技術移転の話がついて回る。 北京＝上海間の高速鉄道も、中国国産の車両が走る事に

なるだろう。 下表が 5 カ年計画の概要。(wsj.com, 2/16/2007) 
 

 

日本が納入した新幹線。

何故か中国製の如く見

られている。 

 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）マカオ賭博大君スタンレー・ホー、グランド・リスボア ホテル開業 
2001 年まで、マカオ賭博市場を独占して来た Stanley Ho が、2 月 11 日、The Grand Lisboa
ホテルとカジノを開業した。 $500m（600 億円）をかけた、このホテルとカジノ（430 室）

は 240 台のテーブルを持ち、米カジノ Sands や Wynn に喰われているシェアーの低下に挑

戦する。 Ho のカジノ運営会社 SJM は、マカオで 12 軒のカジノ・ホールを所有し、63%
のシェアー（Ho 談）を誇っていると言われている。 SJM の親会社の STDM は、マカオ

のインフラ・運輸・プロパティー・ホスピタリティー産業を、依然として牛耳っている。 

アナリストは、マカオの埋め立て新開地の Cotai Strip 地区が開発されれば、Ho のシェアー

情報 257（平成 19 年 2 月 18 日）  TD 勉強会 30



は 25%に低下するだろうと予想している。 Ho は、Grand Lisboa で、今までのハイローラ

ーの VIP をベースにしたビジネス・モデルを、米国カジノのスタイルであるマスマーケッ

トのギャンブラー相手に変更する。(channlenewsasia.com, 2/11/2007) 
 
 
 
 
 

Billionaire tycoon Stanley Ho (R) 

operates a slot machine in Lisbon 

 
 

（２）アコー（仏）英国のホテル プロパティー 30 軒売却 
仏のホテルとレジャー企業 Accor が、英国で所有している 30 軒のホテル プロパティーを 
Land Securities Group PLC に 711m ユーロ（1,066 億円）で売却すると、2 月 12 日に発表し

た。 30軒のホテルは IbisとNovotelの 3,000室で、売却後もAccorが12年間の variable lease
契約に基づき運営を継続する。 Accor は、年間ホテル収入の平均 21%をレンタル料金と

して LSG に支払う。 低料金は存在しない。(WSJ.COM, 2/12/2007) 
 

（３）ハラー、不動産資産保有会社とカジノ運営会社を分離 
Harrah’s Entertainment が、所有している不動産資産とカジノの運営を、別会社に分離する

事を検討している。 不動産と運営の分離は、既にホテル業界で 10 年以上前から行われて

いるが、カジノ業界では、バリュエーションの問題とカジノ規制法との関係で遅れていた。 

実際の 2 社分割は、Texas Pacific Group と Apollo Management LLC の Harrah’s 買収が完了す

ると見られている今年 12 月末以降に実施される。 TPG と Apollo は、現在、Harrah’s が
運営している州で、カジノのライセンス取得に努力中。(wsj.com, 2/12/2007) 
 

（４）フォーシーズンズ取締役会、38 億ドルのバイアウト・オファー承認 
Four Season Hotels & Resorts は、全員一致で、$3.8bn（4,560 億円）に上るマネジメント・

バイアウト オファーに賛成した。 このフォアーには、Four Seasons の会長兼 CEO Isadore 
Sharp が所有する Triples と（Four Season 少数株を所有する）、この他に、マイクロソフト

の Bill Gates が部分的に所有している Cascade Investment と、サウジの Prince Alwaleed bin 
Talal が所有する Kingdom Hotels International が参加している。 買収価格は 1 株 $82（現

金）で、買収オファー発表前日の株価比 +28.4%のプレミアムがついている。 この買収

で、ストック・オプションを実行する Sharp は、$289m（347 億円）を手にする。(wsj.com, 
2/12/2007) 
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（５）ブティックホテルが“超シック”を再考 
ジェネレーション X 世代（おおむね 1959 年から 1980 年の生まれた世代）が年をとって来

て、今度はジェネレーション Y 世代が、ホテルの主要なターゲットになりつつある。 
一度は、トレンディーな家具や恰好良いバーを追求していたブティックホテル（小規模な

200 室以下のデザイナー ホテル）が、広い部屋、アメニティーの充実、従業員の再教育な

どのホテルの基本のサービス改善に取り組み始めている。(wsj.com, 2/13/2007) 
 
 

 
Ian Schrager, considered by many to be the father of the 
boutique hotel, outfitted the Gramercy Park Hotel with 
larger rooms and sumptuous furnishings. 
 
 
 

 
 
 
The Court, a W Hotels property in New York, is 
scheduled for a renovation of the lobby and all guest 
rooms. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
The Royalton Hotel in midtown Manhattan, redone in 
1988, was one of the first high-style boutiques. 
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The Gramercy Park Hotel features plush furniture and a 
chandelier. 
 
 
 

 
 

（６）ゲンティング（マ）、マカオ進出再考 
世界第 3 位のギャンブリング企業 Genting（マ）は、マカオの Stanley Ho とのフランチャイ

ズ契約に基づくマカオ進出を中止する。 そして、Hoに売却したStar Cruise株を買い戻す。

（Genting は、Ho のカジノ開発用地に$300m の投資を約束していた。） これは、シンガポ

ールの横槍のため。（Genting は、シンガポール総合カジノ開発プロジェクト落札業者。 シ

ンガポールは、Genting の Ho＜何かと黒い噂が有るマカオのカジノ大君＞との関係を嫌っ

た。） マカオのカジノライセンスは 6 社に限定されているため、Genting は、マカオ進出

の為には、Ho の代りに提携して呉れるライセンス・ホルダーを見つけなければならなくな

った。 Genting は、Ho から Star Cruise 株の買い戻しで、大きな経済的な痛手を蒙る大失

敗をした様だ。 (FT.com, 2/16/2007) 

 
（７）オンライン賭博 888、第４四半期 賭博収入▲39%低下 
オンライン賭博グループ 888 Holdingsの第 4四
半期ネット賭博収入が、▲39%低下して、 $47m
（56 億円）となった。 依然として、昨年 9 月

末の米オンライン賭博禁止の影響から脱し切

れていない。 2006 年年間のネット賭博収入は、

+7%の $290m（348 億円）であった。 888 は、

欧州域内のオンライン賭博収入の拡大に力を

注ぐと共に、携帯電話カジノ商品を立ち上げて

いる。 
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ポーカーにブラックジャックを加え、来月にはバックガモンを追加する。 アナリストは、

888 は、大きなマーケティングが必要な事、そして、自前のインハウスのソフトウエアー・

プラットホームを保有している事が、コスト削減を難しくしている、とコメントしている。 

Ladbrokes との提携協議も進展していない模様。(FT.com, 23/14/2007) 
 

（８）ホテル市場に影響する 10 のマクロ・トレンド 
幾つかのトレンドが、ホテル業界にとって、2007 年が堅調な年になる事を暗示している。 

米ロッジング市場の安定と、幅広い投資家からホスピタリティー セクターへ資本が注入さ

れるだろう。 2 月 15 日に発表された Ernst & Young のレポートは、ホテル業界の継続し

た成長は、以下の 10 のマクロ・トレンドに影響されると報告している。 
 

・ 需給のバランス 
供給拡大は+2.5%程度に収まるだろう。 ホテルは、客室単価の向上のチャンスを持つだ

ろう。 需給安定化はホテルの収支に貢献するだろう。 
 

・ アップスケールへの上昇 
アップスケールのホテルが特に好調だ。 このクラスのホテルの需要は堅調で、今年、よ

り良い成績を遂げるだろう。 

 
・ 建設費のコントロール 
ホテルの建設費高騰で、ディベロパーは、新ホテル建設に、より工夫が要求されるだろう。 

ホテルのミックス ユースのプロジェクト（特にアップスケールで）が、より多くなるだろ

う。 
 

・ より良い収支 
過去 2 年間で、労務費・エネルギー・保険費用が急増しているので、ホテルはエネルギー

と主要運営費のコントロールを迫られている。 
 

・ 資本取引 
ホテル投資家が、世界の投資物件を物色している。 米国ホテル セクターは、何処よりも

多くの投資家を継続して引きつけるだろう。 
 

・ 新旅券法の影響 
メキシコとカリブのホテルは、Western Hemisphere Travel Initiative による旅券所持の義務化

により、短期的な影響を蒙るだろう。（旅券取得に 3 週間かかる上、料金が約 $100 もする。） 

反対に、この影響により、国内観光が増加するかも知れない。 
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・ 新ホテルの稼働 
今後、多くのホテルが建設されるだろう。 ホテルの営業利益の拡大維持も、持続すると

は限らない。 今年は、トップ プレミアム・ホテルの ROI 獲得が、どの位のレベルにな

るかを示唆する年となるだろう。 
 

・ プレイベート・エクイティー投資 
プライベート・エクイティー投資家達は、ロッジング業界の経験を有していないので、問

題が無い訳ではない。 彼等は、どの様にホテルのオーナーとして振る舞うのだろうか？ 

そして、何時どの様な方法で、売り逃げる（exit strategy）のだろうか？ 今年には、その

疑問に対する回答が始まるだろう。 
 

・ コンドホテルの苦悩 
2005 年〜2006 年のコンド ブームは終わった。 この市場に両足を突っ込んだディベロパ

ーやオーナーが頭痛の種を抱えている。 向こう 12 ヶ月間で 8,000 新ユニットが販売

（become operational）されるだろう。 2008 年までには、ディベロパーとオーナーは、ど

のタイプのコンド-ホテルが上手く行き、どのタイプが失敗であったかを知るだろう。 
 

・ ホテル市場による経済活性化 
コミュニティーは、ホテルが彼等の経済や生活にもたらす役割（貢献）を再認識している。 

そして、災害や human conflict 時の、この重要なセクターのリビルディング（rebuilding）
の支援に迅速に動いている。 
(DTW, 2/16/2007) 
 
 
 

 その他  
 

（１）米レジャー旅行者の 17%が料理とワインの旅を実施している 
Travel Industry Association と Gourmet マガジンの調査によると、過去 3 年間で 2,700 万人の

旅行者（米観光旅行者の 17%に相当）が旅行中に、特に料理とワインに関連する活動を実

施している。 これは、2,634 人の米観光旅行者の調査結果。 これ等の料理とワインの愛

好家は、1 回の旅行に $1,194 を支出し、内料理に関する活動に $425 を使っている。 ワ

イン愛好者、1 回の旅行に $973 を支出し、$219 をワインに関する活動に消費している。

(DTW, 2/15/2007) 
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編集後記 
 
 
 
 

英未来コンサルタントの Henley が、LCC の長距離路線進出が始まると予想している。 
 

LCC のビジネス・モデルは、一本通路機による短距離路線での高稼働 ノーフリル・サー

ビスが基本であるので、長距離国際線には馴染まない、と業界子達は言っていたのに・・・・・。 
 
 

良く見てみると、確かに、LCC の長距離国際線進出が既に始まっている。 
 

香港のバジェット・キャリア（つまり LCC）Oasis が、香港＝ロンドン線に就航し、今度

は、香港＝SFO（オークランド）線への乗入れを計画している。 
更には、アジア 大の LCC AirAsia（マ）が、AirAsia X を先月設立し、KUL=英国線を、

この 8 月に開始すると言う。 QF の LCC 子会社 Jetstar が、日本を含む太平洋路線の拡張

を計画している。 
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欧州では、Ryanair が、Aer Lingus の株式を 25%取得して、あわよくば買収して、長距離線

進出を狙っている。（Ryanair は昨年末、Aer Lingus 買収に失敗した。） 
大西洋路線だって、2005 年末から、全席ビジネス・クラスの Eos や MAXJet が、既存のビ

ジネス運賃の半額で、NYC=LON（Stansted）に就航している。 
そうかと思えば、フランスの L’Avon が PAR（Orly）=NYC（EWR）で、英国の Silverjet が
LON（Luton）=NYC（EWR）で、それぞれ全席ビジネス・クラス便による格安ビジネス運

賃を提供する。 
カナダのバジェット Zoom は、カナダの複数都市と、英仏の複数都市に路線を張っている。 
 
 

レガシー航空会社は、既に米国国内線と欧州域内線で、LCC に市場シェアーを大幅に奪わ

れている。 それが、今度は、長距離線でも LCC に追撃される事になるのだろうか？ 
 
 
 
 

超軽量ジェット機（VLJ）の一番機が納入されたと言う記事があった。（情報 251 ページ

34） この 2 億円以下の 4 人〜5 人乗りの VLJ が、数千機のオーダーで、爆発的に売れて

いると言う。 もうすぐ、Air Taxi の時代が到来すると何処かに書いてあった。 
そうなると、7 億人市場の世界 大の米航空旅客市場は、現在の様なメジャーと LCC 間の

低運賃競争などの矮小な話ではなくて、劇的にその形を変えてしまうだろう。 
 

それと同じ様な話が、欧州高速鉄道網の整備だ。 時速 360km の高速列車を走らせて、欧

州域内の短距離路線を、空から陸に取り戻そうとしている。（情報 256「欧州の高速鉄道網

の挑戦」） 
そうなると、モダール・シフトにより、欧州の LCC は、否応無しに長距離国際線に進出せ

ざるを得なくなるだろう。 
 
 

Ryanair の Michael O’Leary は、既にそれを見通している・・・・・？ （H.U.） 
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 米主要航空会社 2006 年度第 4 四半期決算  

 
 

NW CASM ＝ PASM = Passenger service expense per total ASM. 
 
 
 

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金 

同等物

A

A 

42.1 185 

(-380) 

17 

(-600) 

10.92 5.2bn 5,397 

(-1.1%)

12.77 

(12.28)

78.8 

(77.9) (11.57)

187.6 

(202.1) (+4.4%) (4.3) 

U

A 

35.3 

(+1.5%)

11.96 

(11.54)

79.9 4,586 23 -61 

(80.1) (+4.6) (-182) (-16.904) 

10.94 

(11.13)

201.0 
(208.8) 

5.0bn 

D

L 

4,138 

(+5.3%) 

6 

(-675) 

-1,981 

(-1,238) 

30.2 
(-4.3%)

13.35 

(12.75)

77.5 

(73.8) 

10.41 202 

(11.48) (206) 

3.5bn 

内 2.6bn

r.cash 

C

O 

3.157 

(+11.0%) 

20 

(-219) 

-26 

(-43) 

23.9 

(+6.0%)

12.11 

(11.77)

80.2 10.64 

(10.50)

200.6t 

(78.1) (207.39) 
2.48bn 

N

W 

21.5 94 

(-261) 

-267 

(-1,309) 

10.66 2,980 

(+2.0%)

12.42 

(11.85)

82.5 

(81.6) 

193.9e 

(11.85)(+2.2%) (197.89) 

2.1bn 

除 r.cash

U

S 

2,768 

(+8.8%) 

75 

(-192) 

12 

(-261) 

18.96 

(+0.5%)

13.11 

(12.43)

77.2 10.98 193 

(74.9) (11.12) (208) 
3.0bn 

W

N 

2,276 174 57 23.9 13.04 

(12.59) 

70.2 8.79 

(+14.5%) (140) (70) (+10.0%) (69.6) (8.49) 

1.55e 

(1.20) 
1.8bn 

H

L 

632.2 

(+7.7%) 

-13.6 

(-43.7) 

-12.1 

(-46.3) 

5.7 

(+3.6%)

13.45 

(12.83)

73.7 

(73.9) 

11.22 218 

(11.36) (224) 

1.0bn 

(983m)

6

B 

653 

(+42.1%) 

64 

(-31) 

17 

(-42) 

7.2 

(+14.5%)

10.21 

(8.16) 

79.7 

(81.1) 

7.82 192 

(7.51) (187) 

699m 

(484) 

F
L 

461 

(+12.7%) 

2.4 

(4.8) 

-3.3 

(0.3) 

4.9 

(+20.2%)

12.80 

(13.31)

69.0 9.22 201.98 

(9.77) (71.5) 218.76 
n.a. 
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 米主要航空会社 2006 年度決算  

 

NW CASM ＝ PASM = Passenger service expense per total ASM. 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 257 （ 以 上 ） 
 

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

現金 Fuel 

¢ガロン 同等物

A

A 

200.8 22,563 

(+8.9%) 

1,060 

(-89) 

231 174.0 

(-1.2%)

12.81 

(12.01) 

80.1 

(78.6) 

10.90 

(10.50)(-857) (172.3) 

5.2bn 

(4.3) 

U

A 

210.7 19,340 

(+11.3%) 

447 

(165) 

143.0 

(+2.0%)

12.19 82.1 

(81.4) 

11.23 22,876 

(10.59)(-21,176) (11.25) (179.2) 
5.0bn 

D
L 

3.5bn 
17,171 

(+6.1%) 

58 

(-2,001)

-6,205 

(-3,836) 

125.4 
(-6.3%)

13.46 

(12.19)

78.5 10.46 

(10.88)

204 
内 2.6bn

(76.5) (171) 
r.cash 

C

O 

13,128 

(+17.1%) 

468 

(-39) 

343 

(-68) 

97.6 

(+8.9%)

12.29 81.1 

(79.5) 

10.56 206.35t 

(11.73) (10.22) (177.55) 
2.48bn 

N

W 

202.4e 12,568 

(+2.3%) 

740 

(-919) 

-2,835 85.6 

(-6.7%)

12.71 

(11.74) 

84.8 

(82.6) 

10.95 

(11.53)

2.1bn 

(-2,533) (170.73) 除 r.cash

U

S 

11,557 558 304 76.98 

(n.m.) 

13.13 78.8 

(n.m.) 

10.96 208 

(5,069) (-217) (-537) (n.m.) (n.m.) (n.m.) 
3.0bn 

W

N 

9.086 

(+19.8%) 

934 

(725) 

499 

(484) 

92.6 

(+8.8%)

12.93 73.1 

(12.09) (70.7) 

8.80 

(8.05) 

153e 

(103e) 
1.8bn 

H

L 

2,692 

(+11.4%) 

-96.2 

(139.8) 

-92.2 

(124.2) 

23.2 

(+4.4%)

13.76 

(12.91)

11.98 76.6 

(75.9) (10.21)

214 

137 

1.0bn 

(983m)

6

B 

2,363 

(+38.9%) 

127 

(48) 

-1 

(-20) 

28.5 

(+20.6%)

9.53 

(8.02) 

81.6 7.82 

(85.2) (6.98) 

199 

(161) 

699m 

(484) 

F

L 

1,893 

(+30.5%) 

42.1 

(23.4) 

15.5 

(8.0) 

19.0 

(+23.7%)

13.13 9.74 72.8 217.2 
n.a. 

(12.36) (9.28) (73.5) (180.9) 
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