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宿泊予約の流通変化から見る宿泊業と OTA
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Online Travel Agencies（OTA）as new intermediaries have been chosen by consumers as their leading product choice when
choosing accommodation since the Japanese OTA was firstly launched in 1996. Hotels and ryokans began to manage their real
time room inventories and daily prices although they had limited control of under the traditional distribution agreement known
as “Kyotei ryokan & hotel” for a long time. Therefore, the introduction of OTAs provided a productive technological initiative to
expand domestic and overseas markets throughout the Japanese lodging industry.
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はじめに

ない状況になった。

1990年代以降のICTⅰの発展に伴い、新

このようにICT技術を利用した宿泊施

また、OTA の登場は宿泊業に大きな

設の情報提供や宿泊予約・販売方法が変

たな業態としてインターネット（以下、

影響を与えた。客室や料金の管理のため

わりゆく中で、旅行業としての OTA に

ネット）による物品やサービスの販売が

の新システムの導入という新たな管理の

注目した研究が始まっている。宿泊予約

行なわれるようになった。経済産業省の

仕組みである。さらに、販売する市場が

のネット通販 をイノベーション導入プ

調査によると、2006年に４兆円を超える

広がった。物品の販売と異なり、購入者

ロセスとして経済学的に分析した研究

市 場 規 模 で あ っ た 電 子 商 取 引 B2C

に商品を配送する必要のない宿泊のネッ

（大津正和、2010）
、特定の OTA 企業が

（Business to Consumer）の市場規模は５

ト販売においては、販売市場は容易に国

競争優位を築いた過程についての研究

年後の2011年には約193％増の８兆円を

境を越えて拡大している。海外の OTA

（浦野寛子、
2008）がある。また、米国に

超える規模にまで成長した。そのうち「宿

が日本市場へ参入したことにより、宿泊

おける旅行流通チャネルの構造変化を検

泊・旅行業と飲食業」は１兆２千億円

業の対応する市場も世界へ広がった。そ

証する研究（塩見英治、他２名、2006）

（表－１）で、2006年に比べると２倍以上、

して、
「消費者が旅行業者を通さず、イン

では、ネット時代に入った米国において

全業種に占める割合は15％であり、全業

ターネット業者を利用して宿泊予約を行

GDSⅲ と米国旅行会社との関係変化に注

種の中でも成長が著しい業種であると考

うようになった。
（狩野美智子、2008）
」

目している。本稿では、宿泊業が宿泊予

えられる。

消費者はネットを利用していつでも自分

約において抱えてきた問題を明らかに

宿泊・旅行業においては1996年よりオ

で世界中の宿泊施設の情報を確認して予

し、宿泊予約に直接従事している宿泊施

ンライン旅行会社（OTA ）が次々と登

約ができるようになっただけでなく、自

設の担当者に対して実施した OTA につ

場し、全国の宿泊施設と手を組み協定旅

分が宿泊した旅館やホテルについて評価

いてのアンケートとヒアリング調査をも

館・ホテル制度を作り半世紀にわたって

やコメントを投稿し、同様に他人が投稿

とに、今後の宿泊業と OTA との関係に

宿泊販売の流れを築いてきた大手旅行会

した評価やコメントを見ることができる

ついて考察したい。

社は、宿泊の販売方法を見直さざるをえ

ようになった。

ⅱ

２
表－１

B2C EC 市場規模の推移
年

宿泊・旅行業及び飲食業
全業種合計

（単位：億円）
2010

2011

OTA の登場
日本初の OTA は1996年に開設された

「ホテルの窓口」
（旧日立造船コンピュー

2005

2006

2007

2008

2009

3,800

5,080

6,510

8,320

9,090 11,010 12,700

タ㈱、のちに「旅の窓口」と名称変更、

34,560 43,910 53,440 60,890 66,960 77,880 84,590

2005年に「楽天トラベル」に買収された）

宿泊・旅行業及び飲食業の占める比率 11.0％ 11.6％ 12.2％ 13.7％ 13.6％ 14.1％ 15.0％
出所：経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
（平成18年度版から平成23年度版まで）よ
り筆者作成
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であった。以来、
2000年には旅行雑誌『じ
ゃらん』を発行していたリクルート社が
「イサイズ」
（のちに「じゃらん.net」）を
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業が相次いだ。旅館客室数は1987年を

表－２

ピークに減少を始め、2009年にはホテル
客室数と逆転した。最近の約10年間は、
旅館とホテルの合計客室数は157万室余
りで推移している。
（図－２）
一方、日本の旅行業は、戦後の経済発
展と1964年の海外旅行の自由化と共に成
図－１

国内宿泊予約の旅行手配方法

長したといえる。その中心は、修学旅行

2004
2005
2006
2007
2008
2009

旅館の旅行業への依存度 （％）
平均
64.1
65.3
67.0
61.9
66.3
61.1

大旅館 中旅館 小旅館
67.6
59.2
39.6
69.2
60.6
38.3
71.1
61.4
39.9
62.5
59.8
37.1
70.2
59.2
38.3
62.6
60.2
46.7

出所：国際観光旅館連盟「平成22年度国観連
旅館営業状況等統計調査」より

や社員旅行、企業インセンティブをはじ
開設、また高級ホテル・旅館に特化した

めとする国内団体旅行、海外団体旅行、

「一休 .com」も開設され、宿泊の流通は

海外パッケージツアー、海外航空券であ

社が主導して「〇〇旅行会社旅ホ連」と

大きく変わった。2011年には約30％の宿

った。旅館やホテルといった宿泊施設の

いう組織が形成され定期的に会合が開か

泊予約がOTAを利用したと考えられる。

客室は、団体旅行の受け皿として増加し

れる。旅行会社の方針が宿泊施設に伝え

たといえる。旅行会社の要望に応えて大

られ、宿泊施設の要望も伝えられ、人的交

旅行者の三割近くが利用するというこ

規模改築をして増室する宿泊施設もあっ

流がなされている。
旅行会社主導であって

とは、OTA はネットを利用する消費者

た。それほど旅行業と宿泊業との関係が

も宿泊予約・販売のための依存関係を支え

にとって宿泊の手配に身近なサイトとし

密接だった背景には大手旅行会社が作っ

る一助になっていたと考えられる。

て受け入れられているといえよう。OTA

た「協定旅館・ホテル」という契約関係

の登場は、宿泊を旅行素材の一つとして

がある。（2004、日本国際観光学会編）こ

仕入れ消費者に販売してきた旅行会社、

の協定を柱として、大手旅行会社は団体

システム

宿泊そのものを提供する宿泊施設にどう

旅行の顧客のために各地の宿泊施設に宿

協定旅館・ホテルの契約では、旅行会

影響したのであろうか。まず、OTA 登

泊と宴会を手配した。また、協定旅館・

社は旅館・ホテルに年単位または半期単

場以前に、宿泊予約はどのように行われ

ホテルは、その目印になる看板を掲げ、

位に一日あたり一定数の客室をブロック

ていたか考察したい。

旅行会社のパンフレットに写真掲載さ

として提供させた。旅行会社は、客室を

れ、旅行会社の店頭で旅行を計画する消

販売するたびに旅行会社から当該宿泊施

費者へ販売された。こうして築かれた旅

設へ販売通知が届くようコンピュータを

（図－１）

３

宿泊業と旅行業の関係

3－1

OTA 登場以前の宿泊予約

また、協定旅館・ホテルでは各旅行会

3－2

協定旅館・ホテルを支えた旅行業

行会社と旅館・ホテルとの依存関係は、

使った連絡網を構築した。これが旅行会

まず、日本の宿泊施設として、戦後は

国際観光旅館連盟の調査からも明らか

社の基幹情報システムの始まりとされ

旅館が一般的であったが、1964年の東京

で、客室数の多い大旅館ほど高い依存度

る。消費者の問合せに応じて旅行会社が

オリンピック、1970年の万国博覧会など

であった。
（表－２）

当該地域のおすすめ旅館・ホテルを紹介、

世界的イベントをきっかけにホテルの開

予約し、宿泊券を発行して販売すると、
宿泊者名や宿泊日などの情報が宿泊施設
に設置されたプリンターに印字される仕
組みであった。しかし、この仕組みは、
大手旅行会社が客室を販売するには効率
的であったが、宿泊施設としては一旦ブ
ロックで販売をゆだねてしまった客室を
取り戻すことは容易ではなく、料金も年
単位または半期単位で決められてしまい
変更はできなかった。つまり協定旅館・
ホテルによる宿泊販売は、大手旅行会社
が主導する流通であったと考えられる。
（国土交通省、2007）
3－3

図－２

旅館・ホテル室数の推移

協定旅館・ホテルの販売市場

一方、海外からの旅行者（インバウン

－54－
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ド）についてはどうであったか。大手旅

した国内旅行情報誌『じゃらん』であっ

行会社が常にブロックで多量に確保して

た。若者や OL は雑誌に掲載された宿泊

従来からの大手旅行会社の協定旅館・

いる協定旅館・ホテルの客室は海外でも

施設へ直接電話で予約をするようになっ

ホテルの販売方法と大きく異なる点は、

販売されていたのであろうか。筆者は

た。筆者のヒアリング調査においても当

OTA が宿泊施設に対して客室の在庫と

1989年から90年代初めにかけてJTBと日

時の話を聞くことができた。ある OTA

料金を自分で管理する仕組み
（管理画面）

本旅行のそれぞれインバウンドの窓口で

関係者は、学生時代にカップルで初めて

を提供する点である。宿泊施設は提供す

ある部署と仕事をする機会を得た。それ

旅行する際に旅行会社の店頭を訪れるこ

る客室在庫数と客室料金を自分で決め管

は、GDSのある機能を利用して日本国内

とはなく、旅行情報誌に掲載されている

理画面に入力する。協定制度のように毎

に滞在する宿泊クーポンを販売するとい

ホテルやペンションに直接電話して予約

日一定数の在庫を提供する必要はなく、

うもので、米国での消費者からの問い合

をしたという。旅行情報誌は地域ごとに

いつでも増減できる。料金についても宿

わせ窓口は旅行会社の在外支店であっ

ページが作られ、宿泊施設の広告は、宿

泊 施 設 が 自 由 に 決 め る こ と ができる。

た。まだインターネットが存在しない時

泊施設名、住所、電話番号、最低宿泊価

OTA サイトでは、近隣にある他施設の

代に、主に航空予約・発券のために利用

格の情報で30文字程度の小さいスペース

客室販売料金を確認できるため、それを

されるGDSを海外との連絡網の一つとし

でも掲載可能で、新聞広告に比べると手

見て競争力のある料金に変更することも

て利用して、協定旅館・ホテルの中から

頃なコストであった。当時、福島県猪苗

可能である。

外国人対応可能な宿泊施設を登録し宿泊

代地域のリゾートホテルで宿泊を担当し

このような特徴をもつ OTA が最初に

を販売する試みであった。対象は、GDS

ていた関係者は、
『じゃらん』に掲載する

登場した1996年当時は企業でのインター

を利用する米国の旅行会社で訪日予定の

と雑誌発売日には朝から予約や問い合わ

ネット普及期であり、出張者が自分の宿

旅行者に対して日本の宿泊施設を販売し

せの電話が10本以上かかってきてその反

泊を手配するために利用されたと考えら

てもらう試みであったが、事前にクーポ

応に驚いたという。筆者のアンケート調

れる。

ンを発行して旅行者に渡すなど日本の国

査で『じゃらん』発売日の状況について

大企業の中には系列の旅行会社をもつ

内旅行と同じ手続きが必要であり、また

質問したところ、電話の数が６～10本と

会社もあるが、海外出張の航空券、査証

米国GDSには既に高度なホテル予約シス

いう回答が25％、11本以上が12.5％であ

取得などが主な業務であり、国内出張者

テムが備わっていたこともあり、あまり

った。したがって、ヒアリング調査で聞

の宿泊は、旅行会社を通さないで訪問先

利用されなかった。したがって、協定旅

いたケースは稀ではなかったと考えられ

企業あるいは支店等の関係者が取り引き

館・ホテルの販売対象は日本国内の旅行

る。ネットの登場以前に、旅行者が旅行

のあるホテルに電話で予約するのが一般

者にほぼ限られていたと考えられる。

会社を介さず、旅行情報誌を見て宿泊施

的であった。

日本の大手旅行会社の在外支店の経営
について調査研究した今西珠実（2008）

屋を予約するという仕組みである。

設を選択し電話で予約をするという宿泊

したがって、OTA開設の初期には、大

予約のパターンが生まれたといえる。

手旅行会社が把握していない市場での宿

によれば、「海外拠点も本国親会社と同

泊予約が流通したと考えられる。また、

様、日本人・日系人市場を最も需要な市

５

OTA 登場後の宿泊予約

場としている。特に本国（日本）から送

5－1

「ホテルの窓口」
開設時のシステム利用料

OTA 登場で変わった管理方法

は大手旅行会社の協定旅館・ホテルの販

客される現地訪問者の受け入れ業務を中

日本最初の OTA「ホテルの窓口」
（の

売手数料の約半分の６％で、協定旅館・

心としている。」旅行会社の海外拠点にお

ちに「旅の窓口」と名称変更、
2005年「楽

ホテルに加入していない宿泊施設も「ホ

ける役割は、日本人の海外渡航者をサ

天市場」に買収された）が開設された1996

テルの窓口」に加入すれば全国で自分の

ポートするものであったため、海外から

年に、米国では Expedia が事業を開始し

施設を知ってもらい安い手数料で販売す

日本への送客はあまり行われず、協定旅

た。OTA サイトは、消費者がそのサイト

る機会ができたため、加入する宿泊施設

館・ホテルからブロックで仕入れた客室

内で宿泊施設の情報を確認し、
場合によっ

は急速に増えた。３年後の1999年には

を訪日外国人の宿泊に生かす仕組みがな

ては宿泊者によるコメントを読み、多数の

1000施設、2000年３月には3000施設、会

かったと考えられる。

中から自分の希望に合う旅館・ホテルの部

員数30万人というサイトに成長した。続

４

表－３

旅行情報誌による宿泊予約の流通変

インターネット普及率（％）の推移

化
旅行会社が消費者へ協定旅館・ホテル
を紹介し販売するという流れに変化を起
こしたのが、1990年リクルート社が創刊

1997
世帯
企業（従業者100人以上）

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

6.4

11.0

19.1

34.0

60.5

81.4

88.1

86.8

87.0

68.2

63.8

78.3

89.3

94.5

96.1

97.5

98.1

97.6

出所：総務省「通信利用動向調査」より筆者作成
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いて、インターネットの家庭での利用が

提供の仕方、細かい操作方法は異なって

企画するキャンペーンへ参加を促される

急速に普及し始めた2000年には前述のイ

いる。宿泊施設は自社の予約システムは

ことがあるが、こうした場合には割引の

サイズ、一休などが次々と登場した。

もちろんのこと、自社ホームページでの

条件が求められることが指摘された。ま

予約のための在庫・料金管理システム

た、OTA では検索結果の１ページ目の

Travelocity、Orbitz、Priceline系のAgoda

（IDS ）も毎日チェックしている。それ

上位に掲載されることが販売する上では

とBooking.com、オーストラリアのWotif

に加えて10社以上の OTA の異なる管理

重要という意見が宿泊施設からも OTA

など海外 OTA が日本に参入した。その

画面を扱っているため、それぞれに提供

からも指摘された。１ページ目という場

流通の仕組みは日本の OTA とほぼ同じ

する在庫と料金を管理する作業は大変で

所に価値があるということである。掲載

である。彼らの目的は、日本参入当初は

ある。各 OTA に提供する在庫をまとめ

順は各 OTA が独自の基準により自動的

海外市場において訪日旅行者に対して日

て一元管理し、どの OTA にも常に在庫

に決まるようプログラムされている。例

本での宿泊を販売することであったが、

を提供することができるよう効率的に管

えば、米国 Priceline 社傘下の Booking.

まもなく一部のOTAは日本法人を設立、

理をする必要があることから、
「サイトコ

comは、掲載順位を決定する要因として、

日本語ページを開設して日本市場での販

ントローラー 」
と呼ばれる仕組みを持つ

①常に利用可能な在庫、②成約率、③キ

売を開始した。

宿泊施設向けの管理システムが2000年代

ャンセル率、④確実な支払い、⑤手数料、

全国の宿泊施設は OTA との契約数を

半ばから登場した。主要なものとして、

⑥競争力のある料金、⑦コンテンツの７

増やし、契約した OTA の複数の管理画

「TLリンカーン」
「手間いらず」
「らく通・

点を挙げている。Booking.com の場合、

面で客室数と料金を管理することとなっ

らくじゃん」などがある。ひとりの人間

宿泊施設が支払う販売手数料を規定の

た。宿泊施設は OTA に販売を任せるの

が10種類以上の OTA の毎日の在庫状態

パーセント以上であれば宿泊日ごとに宿

ではなく、宿泊という商品を自分で管理

をチェックして管理するのは困難である

泊施設が決めることができるが、これが

するという流通に変わった。しかし、自

が、サイトコントローラーを利用するこ

掲 載 順 位 の 決 定 要 因 と な っ て い る。

分で管理する自由を手に入れた反面、海

とで、どの OTA サイトから予約がなさ

Booking.com の管理画面では、常に７つ

外 OTA も含め OTA に提供する客室在

れ在庫が減っても即座に次の在庫を提供

の要因の状態が確認できる。しかし、掲

庫をトータルに管理することが困難にな

することが可能になった。筆者アンケー

載順位の決定要因を開示されても、宿泊

ったと考えられる。

トで回答を得たすべての宿泊施設が、何

施設側が掲載順位を決めることはできな

らかのサイトコントローラーを使用して

い。市場でサイトを運営し宿泊予約・販

いると答えた。

売をしているのは OTA つまり旅行会社

2004 年 以 降 は 米 国 の Expedia、

5－2

OTA についての宿泊施設へのアン

ケート調査とヒアリング調査
2012年６月～７月に筆者が実施したア

ⅳ

ⅴ

次に、OTA に参加して宿泊予約およ

である。
宿泊予約のネット販売において、

びその管理で良くなった点、悪くなった

自社ホームページ以外では、ネット上の

ンケート調査によると、回答を得た40施

点についての質問（複数回答）に対して、

露出の機会は OTA に任されているとい

設のうち、契約している国内 OTA 数は

多かった回答を挙げたい。良くなった点

えよう。

６－10社が30施設（75％）、11社以上が５

は、①客室在庫と料金の管理を自由にで

OTA において、在庫と料金の管理が

施設（12.5％）、海外 OTA との契約につ

きるようになったこと（75％）
、②海外・

宿泊施設側に任さている点は大手旅行会

いては４社以上が27施設（67.5％）、全体

国内を問わず個人客の集客がしやすくな

社の協定旅館・ホテル制度と大きく異な

で10社以上と契約している施設が７割以

ったこと（70％）
。悪くなった点として、

り、宿泊施設に支持されている部分であ

上を占めた。

①周囲との競争上、料金を下げざるを得

る。しかし、販売に肝心な露出について

なくなったこと（77.5％）が指摘された。

主導権をもつのは OTA という旅行会社

日々扱っている。それぞれの管理画面で

ヒアリング調査からも、ネット上での自

であることは、
大手旅行会社の協定旅館・

管理する内容は似ているが、画面構成や

分の施設の露出を高めるために OTA が

ホテルにおいてブロックで提供された客

彼らは10社以上の OTA 管理画面を

室在庫を旅行会社側が宿泊日直前まで保
持し販売するという旅行会社の主導的立
場であること（本稿４．参照）に類似し
ている。
5－3

OTA と宿泊業の関係

大手旅行会社の協定旅館・ホテルでは、
図－３

OTA 会社との契約数

「〇〇旅行会社旅ホ連」という組織が相互
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理解の助けになっていた。
（本稿3－1参照）

付加契約を締結することになる。

者はいつでもどこでも旅の計画を立てら

これに対して、OTAと宿泊業の関係はど

このように、日本の OTA と海外 OTA

れるようになった。宿泊旅行をする際に

うであろうか。OTAが登場して17年が過

では、いったん締結した契約に基づく手

は自分の好みに合う旅館やホテルを効率

ぎたが、この間に宿泊業が地域により組

数料率の変更あるいは付加契約について

的に探すために OTA は身近なツールと

織的に OTA に対して要望書などを提出

の手法が異なることはあまり知られてい

して広く利用されている。宿泊施設にと

した出来事が何度か発生している。

ない。海外 OTA の場合は、契約につい

って OTA は消費者と施設を結ぶ重要な

最初は2005年に楽天トラベルが手数料

て問題が発生した場合はその OTA 本社

仲介者である。一方、大手旅行会社もネ

を１％～３％上げることを発表した際、

の所在する国の法律に従って争うことに

ット上で宿泊予約を開始している。中小

次に2010年にリクルート社が翌年４月よ

なることが明記されている場合が多い。

旅行会社のホームページで宿泊を販売す

り「じゃらん net」のシステム利用料改

また、手法のちがいは国による商習慣の

るツールを提供するOTAもあらわれた。

定について発表した際である。そして、

違いが影響しているといえるだろう。こ

海外 OTA と日本の旅行会社の間での提

今年（2013年）は、楽天トラベルが2014

の問題については、宿泊施設側の問題認

携も多くみられるようになった。それぞ

年１月より楽天アフィリエイト（成果報

識が継続しているため、今後の研究課題

れが得意とする販売市場を補完する意味

酬型広告）経由の予約に対して広告料１

としたい。

もあるが、同時に、各宿泊施設の室料金

％と楽天アフィリエイトのシステム使用
料0.3％、合計1.3％の追加負担を宿泊施設

が開示されることにより宿泊施設間だけ
６

に求めることを発表したことに対して、

宿泊施設のこれからの集客対象
筆者アンケートの最後に、宿泊施設が

でなく OTA 間の価格競争も激しくなっ
ている。
今日ではネット上の宿泊販売は、

一部の旅館組合が異議を唱えている。い

今後の集客において積極的に取り組みた

OTA のみならず大手旅行会社のウェブ

ずれも OTA が宿泊施設に対して、手数

い対象について質問した。複数回答方式

サイト、宿泊施設の自社ホームページな

料の類の課金比率の引き上げが発端であ

で得た回答は、国内個人客（家族）62.5

ど、多くのウェブサイトで行なわれてお

り、過去２回のケースでは料率引き上げ

％、国内個人客（ビジネス）45.0％、海

り、宿泊施設が特定の OTA に対して特

が実施された。これに対し、海外 OTA

外個人客60％であった。
（図－５）
つまり、

別割引料金を提供すると、別の OTA や

については OTA 側から一斉に課金料率

個人客の集客に関心が高く、また、海外

旅行会社から価格差について指摘を受け

が引き上げられたことはない。ただし、

市場での集客への関心が高いといえる。

ることがある。宿泊施設と OTA、宿泊

基本的に海外 OTA の手数料は会社によ

これまで日本の旅行業があまり取り扱

販売サイトをもつ旅行会社は、互いに日

って異なるものの日本の OTA に比べ２

わなかった訪日外国人の分野で、多くの

ごろから良好な関係を築くことにより、

倍前後の料率で契約がなされている。過

宿泊施設が個人客からの宿泊予約に力を

前述（本稿5－3参照）のような対立を避け

去に、契約後に手数料率を引き上げるこ

入れようとしていることは、これまでの

妥協できる道を見出すことができるので

とは実施されなかったが、宿泊施設に対

旅行会社が扱ってきた隙間をついている

はないだろうか。

して追加の市場、例えば日本市場での販

と考えられる。訪日外国人を2016年に

宿泊施設が今後は国内外の個人客の宿

売など何らかの販売機会を提示する際に

1800万人に増やすという数値目標を掲げ

泊予約を増やすことに注力したい希望を

手数料率引き上げを伴う場合がある。こ

る観光庁の動きを宿泊という分野で後押

強く持っていることが確認できた。これ

ういった提示は個別に行われる。提示さ

しするであろう。

は、宿泊施設はOTAを利用すれば在庫・

れた新たな販売機会を希望する宿泊施設
は引き上げに同意し、希望しない宿泊施
設は断ることができる。同意した場合は

料金管理の面で利便性が高く効率的であ
７

おわりに

ることを自ら経験して理解した結果であ

OTA が登場して17年が経過し、消費

り、そこから今後の方向性を明確にした
といえよう。宿泊施設において宿泊予約
を取り扱う部署では、この17年間で予約
管理に関連するシステム化が急速に進
み、それらをトータルで管理することに
より、宿泊者の国籍、滞在日数、予約発
生から到着日までの日数など様々なデー
タが得られる。宿泊施設はICTを駆使す
ることにより、自社の強みを見出し、弱
点を補強し自社の目指す方向へ向かうた

図－４

今後積極的に集客したい対象

めの方策を見出しやすくなっているので
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はないだろうか。
旅行市場でのネットによる宿泊予約が

トコントローラーと呼ばれているが、海

ヒアリング調査

外ではこのような機能のシステムはチ

今日３割を占め、増加傾向にある中で、

期間：2012年２月10日～８月17日

宿泊施設は各種管理システムや IDS の利

新宿ワシントンホテル

用を通して学んできたことと、ICT の進

第一ホテル東京シーフォート

歩とともに急速に変化する市場について

ホテルサンバレー那須

の知識を深めることで、OTA だけでな

ホテルニューオータニ大阪

く今後は OTA より利益率の高い自社

ホテルメトロポリタン

ホームページからの宿泊予約の取り込み

ホテルリステル新宿

を強化することができるのではないだろ

じゃらんリサーチセンター

うか。

日本旅行
トラベルクリック日本支社
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