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1.  クルーズ業界インターネット活用 徐々に進展 

2.  チープフライト・ドットコム 社長インタビュー 

3.  PCW、オンラインレジャー旅行市場 堅調増加を予測 

4.  航空会社 新キャンペーン 

5.   グーグルを当てたベンチャーキャピタルの素顔 

6.   IAC 成長すれども ウオール街刺激せず 

7.   プライスライン トラベルウエッブ株 100％取得へ 

 
訂正とお詫び： 前回の情報 106 号のGoogle記事で、Googleは、四半期決算を発表しないと記述したのは

誤り。 正しくは、四半期決算ガイダンス（quarterly earnings guidance）は発表しない。 
 

 

 
Google を当てたベンチャーキャピタル KPCB のパートナー（一部）と、同社が出資し支援

している会社の面々。 中央が John Doerr｡ (nytimes.com, 5/3/2004) 
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Cruises: TDR, (4/26/2004) 

1. All Aboard The Online Seas 

クルーズ業界インターネット活用 徐々に進展 

 
クルーズ業界のオンライン化が、徐々に進展している。 Carnival Cruise Lines や、

National Leisure Group（NLG）の CruisesOnly ブランドの、オンライン予約が記録的な

伸びを示している。 クルーズ業界は、レジャー需要のタッタの 15％を構成するに過ぎな

いクルーズ船客の、需要拡大にインターネットを積極的に活用し始めている。 
 
今までは、①高額な旅行商品、②複雑な旅程、の二つが、クルーズのオンライン購入を妨

げてきた。 しかし 近のインターネットの普及とテクノロジーの進展が、クルーズ商品

のオンライン購入を促進している。 2 枚の 200 ドル航空券（合計 400 ドル）のオンライ

ン購入が極自然に行われている現在、クルーズ料金のオンライン支払いについても、徐々

に浸透し始めている。 CruisesOnly の装いを新たにしたサイトでは、デッキプランやバ

ーチャルツアーまでの豊富なクルーズ情報を提供し、あたかも航空旅客が飛行機の座席を

オンライン予約するように、クルーズ船室の容易なオンライン予約を可能にしている。 

Carnival では、 近 SBI.Razorfish により、新サーチエンジン、プライシング情報のアッ

プデート、 新式ビデオ、360°バーチャルツアー等の新機能の導入に加え、サイトビジタ

ーの好みに合わせたサイトのパーソノナリゼーションまでも可能にしている。 また、

Carnival は、寄港地エクスカーションの、オンライン予約の為の API を、積極的に開発し

ている。 
 
しかし、オンライン化が進展すると言っても、販売の殆ど全ては、オフライン旅行社によ

り販売されているので、クルーズのオンライン販売は、直ぐには大きなものに成長すると

は思えない。 クルーズのオンライン化は、オンライン直販を増加させる意味合いよりも、

潜在的クルーズ船客の掘り起こしと、オフライン旅行社の販売支援の為の、クルーズ情報

の提供に力点がより置かれているようだ。 （Forrester Research は、2009 年のクルーズ

のオンライン販売は、総トラベルオンライン販売の 7％弱と予測している。） 
 
オンラインによる豊富なクルーズ情報の提供は、一方でコールセンターの負荷を軽減させ

る副次的な効果を生んでいる。 この負荷軽減により、コールセンター・エージェントの、

よりセールスオリエンテッドな業務に携わることを可能にしている。 
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Online Travel Agency: TDR, (4/26/2004) 

2. Cheapflights.com (USA) Inc. President Hugo Burge 

チープフライト・ドットコム 社長インタビュー 

 
1996 年に英国で創立された Cheapflights.com は、自分自身を、航空運賃検索エンジンの

Google と称している。 航空運賃を掻き集め、インターネットサイトにコンソリデータ―

から LCC までの運賃をリストし、予約希望旅客を、サプライヤーや第三者のサイトに流し

込む、極めて単純なビジネスモデルを展開している。 英国で幅広いサイトビジターの人

気を獲得した Cheapflights.com は、2003 年 5 月に米国に展開した。 Cheapflights.com
（USA）の社長 Hugo Burge が、米州展開について語る。 
 
Q: 何が米国市場への参入を決定させたのか？ 
A: 我々は、自分自身を、オンライン旅行社と言うよりも、メディアカンパニーの Overture

や eBay や Google になぞらえているので、米国での展開を夢見てきた。 情報サービ

ス業として、国際展開は自然の帰結と考えている。 米国に同種のサイトが無かった

ことも、進出を決定した理由の一つである。 航空運賃と航空会社ディールの充分な

知識を、米国市場に提供することが、我々の役目である。 
 
Q: 米国市場の英国と違う点は？ 
A: 米国市場は、一握りのブランドに集合した、より成熟した市場である。 そして、よ

り国内線に集中している。 海外旅行をする人が、英国に比較して圧倒的に少ない。 

米国市場では、国際ネゴ運賃の存在すら知っている人が少ないので、彼等にそれを普

及させたい。 
 
Q: 何故 Cheapflights.com は、LCC 運賃を別立てで表示しているのか？ 
A:  LCC は、明らかに市場のかなりの部分を占めている。 面白いことに、LCC は、低運

賃を、彼等の差別化の要素とは 早考えていない。 LCC と言っても、TV 付き皮製

座席の jetBlue から、Ryanair モデルまで大きな違いがあるが、単純運賃構造が LCC
の決定的な要素である。 ベストディールを得るのに魔法の方法などは存在しない。 

それは、ある時はレガシーキャリアであったり、ある時は LCC であったりして、消費

者にとって判りづらい。 我々は、LCC を別立てで表示することにより、できるだけ

市場の透明性を高めている。 
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Q: 米国展開初年度の成績は？ 
A: 大変成功した 初の 8 ヶ月だった。 Hitwise によると、我々は、米国旅行社のトップ

50Web サイトの中に位置している。 １月には、389 千人のユニークユーザーがサイ

トを利用した。 このスタートに満足している。  Travelocity、AA、UA、のよう

な大手の会社から、エアライン・コンソリデーター、1-800-FlyEurope や CheapFares
とパートナーシップを結んでいる。 

 
Q: それらのパートナーとは、上手く行っている？ 
A: 我々は、サイト参加料は取っていない。 クリック毎に、チャージする方法を採用し

ている。 500 社以上と Web で取引をしているので、我々のサイトは、大きなバリュ

ーを提供している事になる。 多くの企業がオンライン広告を掲載してくれている。 
 
Q: オンラインが唯一の方法か？ 
A: 電話による受付も行っている。 複雑な旅程やスペシャリストのアドバイスが必要な

時などは、電話の方が勝っている。 
 
Q: 米国のより大きな業界に、Cheapflights.com を、どのように位置づけるのか？ 
A: 我々は、エクストラ・ブッキングを生じさせる為のメディアムを提供している会社で

ある。 小さな会社とも大きな会社とも取引をする。 旅行社の将来についての暗い

記事が多いが、我々は心底から、旅行社は、重要な役割を担っていると考えている。 

特に、目的地に於けるスペシャルなサービスの提供などは、旅行社の力の発揮しどこ

ろだ。 我々は、サービスの差別化のために、目的地のスペシャリストと、可能な限

り接点を拡大して行きたいと考えている。  
 
 

 

PhoCusWright: TRAVstats, (4/26/2004) 

3. Online Travel Market Growth Steady, But Uneven 

PCW、オンラインレジャー旅行市場 堅調増加を予測 

 
PhoCusWright 社によると、オンラインレジャー旅行需要（レジャー＋unmanaged）は、

年率＋26％の堅調な増加により、2006 年には 785 億ドル（8 兆 6 千億円）に達すると予測

されている。 チャネル別では、大きな変化は予測されず、オンライン旅行社のシェアー

50％が引き続き維持されると予測されている。 
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nytimes.com, April 30, 2004 
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4.  Airlines Have New Campaigns 

     航空会社 新キャンペーン 

 
やっとのことで航空需要が長い停滞から回復し始めている。 今夏のシーズンの客況は、

2000 年の需要レベルに戻りつつある。 航空会社は、上昇する需要の獲得に向けて、新し

い宣伝展開を開始している。  
航空業界の業界地図は大きく変化している。 JFK 空港の 多輸送旅客数で、長年トップ

の AA が、新興の LCC の jetBlue に 1 位の座を明け渡し、2000 年に RPM でトップの

UA(126.9B マイル)が、昨年 AA（120.3B マイル）に抜かれてしまっている。 そして 2000
年に RPM ランキングで、30 位にも入らなかった営業初年度の jetBlue が、昨年は 11 位に

ランクされるまでに急成長している。 潮の満ち引きの様に、航空会社のランキングの変

化が見られるが、各社は、何とかして販売促進に繋がる宣伝展開を実施しようと懸命だ。  

TNS Media intelligence/CMR によると、航空会社は昨年、主要メディアに＄627B（689
億円）の宣伝費を消費している。 以下は各社の宣伝展開の概要である。 
 
ATA は、American Trans Air から ATA に社名を変更して以来、初めての全国ブランドキ

ャンペーンを展開している。 jetBlue と余り変わらない単純さと快適さ（simplicity and 
comfort）を強調した宣伝を行っている。 全国版のテレビとラジオで、魅力的な旅客と航

空機のモンタージュを、“Go easy, go ATA”のテキストを使用した歌と共に見せるコマーシ

ャルを流している。 宣伝費の詳細は明らかにされていないが、ATA は、昨年＄37M（40
億円）を使っている。 
 
jetBlue は、成長し会社が大きくなるにつれ、他社が jetBlue のブランドを真似しだしてい

ると感じ、他社と区分する広告を 優先に考えている、と同社の宣伝部長が述べている。 

いかに若い会社でもブランドが成熟すると、今度は、その維持に腐心しなければならない。 
“We like you, too”と言うテーマで、jetBlue は、新しい宣伝に、＄16M～18M（17～19
億円）の予算を確保している。 
 
心の安寧に訴えるイメージ的な広告に対して、SAS は、印刷媒体とラジオで、“Economy 
Extra”と呼ばれる新座席（コーチクラスよりも+30％大きい）を、フィーチャーしている。 
SAS は、NYC の Needleman, Drossman & Partners を使い、大きな余白の中に小さな広

告を置くプリント広告を作って、拡張された居住空間を強調している。 
 
大西洋線のビッグツーの BA と LH も、新しいキャンペーンを展開している。 LH は、

NYC の Gotham を使っている。  BA は、ロンドンの M&C Saatchi と Agency.com の
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iTraffic 部門を使用して、フラットにリクライニングする座席、搭乗前の飛行場ラウンジで

の食事サービスによる機内就寝時間の確保、座席での高速インターネット接続機能の提供

をフィーチャーしている。 Agency.com は、Omnicom Group の一部門。 
 
Philadelphia に新たに乗り入れる Southwest に対抗する US Airways は、単純化し値下げ

した新運賃を、例えばガソリンスタンドで行き当たりばったりのドライバーにガソリン代

を支払ったり、事務所における無料マッサージを提供したり、ゲリラ的な方法で宣伝して

いる。 このキャンペーンは、Baltimore の Eisner Communications が企画している。 
 
UA は、今年の夏に Chapter-11 からの脱出を予定して、過去 5 年間で 大のキャンペーン

を打っている。 以前のテーマである“United Rising”を下ろし、新しいアニメーション

のコマーシャルの 後に、Robert Redford の声で“United”“It’s time to fly”と言わせて

いる。 UA の幹部にとっては、まさにこのテーマの心境だろう。 この企画は、Minneapolis
の Fallon Worldwide (Publics Group の一部) が手がけている。 
 
 
nytimes.com, May 3, 2004 

5.  How John Doerr, The Old Prospector, Finally Struck Google 

グーグルを当てたベンチャーキャピタルの素顔 

 
1999 年に Google に＄12.5M（13 億円）を出資したのが、

ベンチャーキャピタルの Kleiner Perkins Caufield & 
Byers 社（KPCB）である。 Google が上場すれば、同社

の投下した資金は、5 年間で 240 倍の 30 億ドル（3,300 億

円）、或いはそれ以上に跳ね上がる事だろう。 この投資決

定の主役を演じたのが John Doerr、シリコンバレーのベン

チャーキャピタリストである。 Doerr は、インターネッ

トの商業的展開の威力を誰よりも感知し、多くのネット事

業に資金を投下して来た。 新規事業投資にはリスクが大

きく、失敗に終わったものも多いが、それらは数少ない大

当たりのインターネット事業投資で、有り余るリターンの

獲得で、完全に帳消しにされている。  

Google 創立者の 

S.Brin(30)右と L.Page(31) 

 
 
Doerr の投資成功例には、Google 以前に、 
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① Amazon の＄8M（8 億円）投資 （1997 年の上場により＄60M≒66 億円に） 
② Netscape の＄5M（5 億円）投資（＄400M≒440 億円に）、 等が存在する。 
 
投資の失敗例は、 
① 1998 年の Homestore.com への＄13.8M（15 億円）。 

（この会社の役員が証券詐欺で有罪となり、2000 年に 138 ドルの高値をつけた株価は、

2003 年 1 月に 1 ドル近辺に下落、現在では 5 ドルの辺りを上下している） 
② 1999 年に投資した Drugsore.com への＄3.9M（4 億円）。 

（1999 年 7 月の＄90M の IPO 後、2001 年 3 月に株価 1 ドル、現在は 5 ドル内外） 
③ 10 代が作ったコンテントサイト Kibu への＄2M（2000 年に倒産）、及び不動産とテレ

コミュニケーションを合体した、BroadBand Office への＄2.8M 投資。（2 年間の営業

活動の後、Chapter-11 申請） 
 
Doerr は、KPCB の投資の成功は、ベンチャーキャピタリストとしての自分にあるのでは

なく、同社の 17 人のパートナーによるところが大きいと語っている。 KPCB は、過去 3
年間に 6 人のパートナーを追加している。 その中には、Oracle Corporation の元社長

Raymond J. Lane、ヘッドハント会社の Ramsey Beirne Associates から Juliet Flint、
Salomon Smith Barney の元マネジングディレクターJohn Denniston 等が含まれている。 
 
Google 投資が、KPCB の現在の も目立つ投資であるが、同社は＄400M（440 億円）の

資金を使って、以下の 6 分野の投資にフォーカスを当てている。 
① PalmOne、Treo のメーカー、のような携帯機器用のソフトウエアーとサービス会社、

及び Blue Nile、オンライン・ダイアモンド販売、のような消費者ベースの会社、への

投資。 
③ Linuxcare、無料で配られているオペレーティッグシステム、Linux を使用している会

社をサポートする会社へ＄12M（13 億円）投資。 Doerr は Linux ベースベンチャー

の重要性を指摘している。 これは貨物列車で、急いだリターンは期待できないと

Doerr が言っている。 
④ 次世代のセミコンダクターチップとテクノロジーへの投資。  
⑤ 代替エネルギーも興味ある投資対象だ。 都市化の大きな傾向が世界的レベルで進ん

でいる。 クリーンな水、クリーンな電力、クリーンな輸送が求められている、と Doerr
が言っている。 投資対象企業の名前は明らかにされていない。 

⑥ ヘルスケアーへの投資。 KPCB は、数種のヘルスケアー投資を行っている。 

Healtheon のようなインフォーメーション・テック企業や、2001 年に＄１4M（15 億

円）を投資している Genomic Health のようなベンチャー。 
これらに加えて、KPCB は、social networking インターネットサイトにも投資している。 
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この 2 月に Visible Path に＄3.7M（4 億円）、昨年の 7 月に Friendstar.com に＄5M（5 億

円）を投資している。 social networking の、事業としての成立を危ぶむ批評家達もいる

が、5 年前の Google 投資と同じように、誰が 100％正しい洞察力を有しているのだろうか？ 
（前回の情報 106 号のGoogle記事で、Googleは、四半期決算を発表しないと記述したのは

誤り。 正しくは、四半期決算ガイダンス（quarterly earnings guidance）は発表しない。） 
 
nytimes.com, May 4, 2004 

6. As InterActiveCorp Grows, Wall St. Yawns 

IAC 成長すれども ウオール街刺激せず 

 

IAC の創立者である Barry Diller(CEO)（左）は、自分

の会社を、インターネット大手の Amazon.com や eBay
や Yahoo と比較するの好んでいる。 しかし IAC は、そ

れらの大手インターネット会社と致命的に違うようだ。

それは、IAC が成長し巨大化する一方で、Wall Street
の評判を勝ち得ていない点である。 
昨日発表された IAC の第 1 四半期決算は、予想を遥かに

上回るものであったが、株価は、31.06 ドルと 1.19 ドル

値下がりした。 過去 1 年間では▲11％値下がりし、ト

ップのインターネット会社の少なくとも+50％値上がり

とは対照的に、大きな違いを見せている。  
 

Piper Jaffray のアナリスト Safa Rashtchy は、IAC の総収入は、彼が予想したほど伸びず、

マージンも低いものに終わっていると、失望を隠していない。 IAC のオンライン・ビジ

ネス・ミックスが、旅行社の Expedia と、より緩慢な成長の HSN ショッピングチャネル

や Ticketmaster チケットサービスとゴタ混ぜとなっていることも、投資家にそっぽ向かれ

ている一つの理由だと言っている。 IAC を大手のインターネット会社と同列に置くのは

適当でない。 同じように成長しないし、マージンは低く、そしてバランスシートは複雑

で判りにくい、と言っている。 （IAC の財務諸表は、Diller の私的なコストや投資を含

んでいると言う批判がある） 更に Rashtchy は続けて、IAC の投資家に対する 大のアト

ラクションであるトラベルビジネスは、マージンが減少し、雲行きが怪しくなっている。  

Expedia は、Orbitz や Travelocity との競争と、エアラインやホテルからのコミッション減

により、マージンが減少している。 投資家とのコンファレンスコールで、Diller は、低い

マージンは計画どおりの結果、と強気の発言をしている。 選別的な宣伝展開を実施した

結果であると言っている。 しかしシェアーは減少しており、適切な宣伝展開を実施しな
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い限り、IAC は、リスクに直面するだろうとアナリストは言っている。 

 

IAC の第 1四半期決算は、昨年の▲＄110M（▲121 億円）から＋＄38M（41 億円）に大幅

に改善している。 （昨年度決算からは、複雑な Vivendi Universal Entertainment の＄245M

≒269 億円を除去してある） 

収入は、＄1.47B（1,617 億円）と前年比+23%となっている。（ホテルトランザクションの会

計上の調整を含む） IAC は、EPS（1株当たり利益）は 5セントとレポートしている。 し

かし Wall Street のアナリストの計算によると、実質的には 18 セントの EPS が確保されて

いる模様で、この数値は、アナリストが予想していた 16 セントを上回っている。  

 

事業部門別では： 

旅行部門収益が ＋41％の＄494M（543 億円）、営業利益は ＋21％の＄85M（93 億円） 

HSN は、  収益 ＋11％  ＄588M（646 億円）、営業利益は ▲１％の＄33M（36 億円） 

（米国 HSN は上手く行っているが、独 HSN が足を引ぱっている、と Diller が言っている） 

Ticketmaster   ＋4％  ＄202M （222 億円）、営業利益は ＋19%の＄41M（45 億円） 

その他の小さな部門は、デートサイトの match.com が若干の利益計上、LendingTree モト

ゲージ。リファイナンスが若干の欠損、目的地情報検索の Citysearch が継続して欠損を、

夫々計上している。 

Diller は、Google の上場に触れ、Citysearch が、何時か Google のような検索エンジンと

して成功を収める日が来るかもしれない、とコメントしている。 有料検索の全ての点が、

Citysearch の目的地情報の検索にまさに当てはまる、と言っている。 

 

 

IAC と eBay の株価比較 （1 年間チャート分析） 

80.97 ドル 
5 月 6 日 

31.54 ドル 
5 月 6 日 
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Hotels & Resorts: DTW, (5/4/2004) 

7. Priceline To Acquire 100% Of Travelweb 

プライスライン トラベルウエッブ株 100％取得へ 

 
Priceline.com が、ホテルマーチャント・ディストリビュターの Travelweb.com の大半の株

式―85.7％―を取得する。 そして、残りの株式についても、InterContinental Hotel Group
から購入する契約を締結した。 （Travelweb は、Marriott, Starwood, Hilton, Hyatt, 
Pegasus Solution, InterContinental と Priceline が所有している ） 
この買収により、Priceline は、逆オークションの商品に加えて、マーチャントホテルの商

品を並べて保有することになる。 買収価格は＄20.8M（22 億円）で、12 ヶ月間にある

earning goals に達した場合は、954,547 株の普通株を追加する。 
Priceline の CEO、Jeffery Boyd は、Travelweb は、2004 年には赤字となるであろうが、

それ以降は利益計上に貢献するだろう、と語っている。 そしてこの買収により、Priceline
の商品の品揃えが拡大される、と言っている。 既にオペークによる逆オークション型の

オンラインホテル販売を手がけている Priceline は、買収した Travelweb を使って、ブラン

ド指定顧客需要層へのリーチを拡大する。 Travelweb インベントリーの Priceline への組

み込み時期は発表されていないが、Priceline は、継続してそのインベントリーを

Travelweb.com で販売する。 また Travelweb の Orbitz と AAA 等とのアフィリエート関

係についても温存される。 
 
Priceline の第 1 四半期利益は＋＄5.1M（5 億円）で、前年同期の▲＄7.7M（▲8 億円）よ

り改善した。 グロスブッキングは、＋46％増加して＄360.2M（396 億円）、収入は+12％
の＄224.1M（246 億円）であった。 
 
なお、Travelweb と Orbitz の係争は、Orbitz がより自由な契約条件を獲得して和解されて

いる。 （Travelweb が、Orbitz のマーチャントホテルの独占ディストリビュターなのか、

はたまた、Orbitz は、Travelweb インベントリー以外の他のホテルと、自由にマーチャン

ト契約を実行し得るのか、で係争されていた）  
この和解では、Orbitz は、同社の意向に沿った、より自由な契約条件を獲得している。  
 
（Travelweb インベントリーの大半を販売している Orbitz が強かった、という事か。 

Orbitz は、航空会社が設立した OTA で、所有航空会社は、昨年 12 月の Orbitz 上場時に、

一部株式を売却している。 同じように、Travelweb は、ホテルメジャーブランドが設立

した OTA で、所有ホテルメジャーは、全株を売却する。 Orbitz との係争に不利な形で和

解せざるを得なかった Travelweb の販売は、今後 Orbitz が自社マーチャントホテル販売を
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強化すればするほど、窮地に立たされる事になる。 先を見越した所有者のホテルメジャ

ーが、マーチャントホテルを欲しがっていた Priceline に、安い価格で Travelweb を売り飛

ばした、と言うのが話の真相か？） 
 
 

8. 其の他のニュース 

 
 Hotels.comが、マイカーやトラックやバイクの一泊旅行のオンライン販売を開始した。 

400 マイル以下の短距離航空便の減便への対応をはかると同時に、＄250B（27 兆円）

のオート・バケーショナー市場のシェアー獲得を目指す。（TDR,4/26/2004） 
 

 Airline Quality Rating (AQR )2003 によると、LCC が Quality3 部門（手荷物取扱い、

旅客苦情、定時性）で優秀な成績をあげている。 総合トップは jetBlue、2 位は Alaska、
3 位は Southwest、4 位が America West。（TDR,4/26/2004） 
（ノーフリルサービスの LCC が上位に位置するのは当然！と考えて良い？） 

 
 近の Topaz International の調査によると、オンライン旅行管理ソリューション・プ

ロバイダーの KDS が、 も優秀な 低運賃検索結果を誇っている。 北米の も人気

のある 30 シティーペアーの、1 週間前と 1 ヶ月前の航空運賃の事前購入を調査したも

ので、調査した検索エンジンは、KDS, SideStep, AA, DL, Expedia, Orbitz, Travelocity, 
FareChase の 8 社。（TDR,4/26/2004） 

 
 AirAsia Thai が、BKK 及び KUL から Macao への新路線を、6 月 15 日開設する。 運

賃は、999 バーツ（2,750 円）から。 AirAsia は B737‐300 を 15 機保有し、日間 100
便を運航するアジア 大の LCC（の一社）。 KUL、BKK、Johor Baru の 3 基地をベ

ースに、既に 400 万人の輸送実績を誇る。（ASIA Travel Tips.com, 4/28/2004） 
 

 Galileo e-ティケッティングが、フィリピンで IATAの承認を取得。 同国のNW, QF, KL, 
KLM EXCEL, CO の e-ティケッティングを取り扱う。 フィリピンでの展開は、Galileo
のアジア地区における 11 番目の e-ティケッティング展開。 Galileo は、アジアで 大

の e-ティケッティング提供 GDS。（ASIA Travel Tips.com, 5/3/2004） 
 

 ホテルが､需要の回復に便乗して各種のサーチャージを徴収し始めている。 駐車 1 日

9.5 ドル、ペットサーチャージ 25 ドル（一晩では 10 ドル）、ビジター駐車 4 時間毎 6
ドル、使用するしないに拘わらず 1.5 ドルの室内金庫代など枚挙に暇が無い。 ゲスト
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とホテルの間でトラブルが多発している。(nytimes.com, 4/27/2004) 
 

 Travelocity Business が、Frontier Airlines, QF, Aeromexico, JAL, Hertz, Avis と法人

用のネゴレート の提供を開始した。 Best Western Hotel に次ぐネゴ割引料金の提供。 

一方 Orbitz for Business は、新聞社の Knight Ridder(Fortune500)を顧客に獲得した。

Knight Ridder は、Orbitz for Business を使用して、凡そ▲20％のトランザクションコ

ストを削減できた、と言っている。 Orbitz は、今年第 1 四半期実績で、法人顧客が支

払ったトランザクションコストは、１予約当たり 10.36 ドルであったと、言っている。 

PCW によると、伝統的オフライン旅行社のそれは、平均 33 ドル。（DTW, 4/27/2004） 
 

 Expedia Corporate Travel（ECT）が、機能の強化を実施する。 未使用航空券の、エ

クスチェンジ手数料を除いたネットバリューの計算まで実施できる外、アップグレード

のリクエストにも対応する。 またホテル画面に ECT 利用企業のオフィス・ロケーシ

ョンを掲載し、容易な 寄りのホテル検索を可能にしている。（DTW, 4/27/2004） 
 

 ホテル予約テクノロジーのベンダー、Pegasus solution の第 1 四半期決算は、▲＄979K
（▲1 億円）で、昨年度同期の▲＄6.3M より改善した。 収入は、＋11％の＄45.3M
（50 億円）であった。 欠損には、＄2.4M の退職金の支払いと其の他の特別損失が含

まれている。（DTW, 4/28/2004） 
 

 9-11 の直後に、NW や AA、UA 等を含む其の他のメジャーが、FBI に過去 1 年分の PNR
データを、6 千枚の CD で渡していたことが判明した。（NYC Times May 1） NW は、

徹底的な犯罪捜査に協力してデータを提供したとコメントしている。 自社のプライバ

シーポリシーと法に適切に対応している、と語っている。（DTW, 5/3//2004） 
 

 Amadeus が、NW と CO の Web 運賃を GDS に掲載する。 Amadeus は、同様の契

約を、その他の米キャリアと結ぶ予定と言っている。（DTW, 5/3//2004） 
 

 エアバスの A380 ダブルデッカーは、実際は 高 880 人の旅客を運ぶことができる巨大

な飛行機だ。 メーカーは絶えず 550 人乗りの、ラウンジも備えた居住性の広い客室

（B747 床面積よりも+50％も広い）を宣伝しているが、果たして発注している航空会

社は、そんな余裕あるコンフィギュレーションを採用するのだろうか？ 受け入れ側の

飛行場も大変だ。 タクシーウエイの変更、ゲートや手荷物取扱い、税関と出入国検査

施設を全ていじらなければならない。 そのコストの合計は 1 億ドルと見積もられてい

る。 現在、即 A380 が降りられる空港は、世界に 13 空港しか存在しない。 批判的

なコメント並べたが、今後の航空需要の増加（特に中国やインド）に対応する為には、
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A380 のような巨人機がまさに必要で、エアバスは既に同型機の 100 機以上のオーダー

を受けている。(nytimes.com, 5/4/2004) 
 

 Orbitz は、第 1 四半期決算（昨年 12 月上場後初めての決算）で、＄1.9M（2 億円）の

利益を計上した。 グロスブッキングは、前年同期比＋38％、収入は＋42％の＄70.3M
（77 億円）であった。 ノンエアー予約は 141%増加し＄17.7M（19 億円）となった。 

特にホテル販売が好調で、2004 年度は、ホテルからの収入が倍増すると、Orbitz は予

測している。 決算発表当日の株価は▲7.3％値下がりし、25.02 ドルを付けている。

(nytimes.com, 5/5/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   TD 勉強会 情報 107  （ 以  上 ） 
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