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【トップニュース】

★新独自システム稼働、優位性高めてM&A加速
　NOE林田社長、07年12月期も9期連続黒字見込む

　エヌオーイー（NOE）は1月28日、新
たに開発した独自の新基幹システム「ト
ラベル・エボリューション」（通称：ト
ラボ）を一部稼働させたが、林田建夫社
長（写真）は、「新システム稼働によ
り、業務効率化や顧客満足度向上を図る
ほか、強いシステムを持つことで当社の
優位性を高め、これを軸にM&Aや統合
などをさらに加速させたい」と述べ、さ
らなる業界再編を睨んだ強力な武器とし
て新システムを活用していく考えを明らかにした。
　NOEはこれまでも、ジャパンアメニティトラベルからの熟年向
け商品「漫遊の旅」の継承、ジェット・エア・サービスの合併、
新日本トラベルの子会社化など、M&A戦略で業容を拡大してき
たが、林田社長は、「仕入環境もどんどん変化しており、互いに
優位性を活かした業務提携や統合を進めなければ、生き残れない
環境になっている。今後、統合等が急激に進むのではないか」と
予測した。
　とくに、旅行業界は、他業界に比べて大きなシステム投資がで
きなかったこともあり、統合等の業界再編の動きは「遅れてき
た」としたが、「優位性を持ったもの同士が一緒になり、さらに
強くなることで生き残りを図らなければとの危機感がある」と指
摘した。このため、NOEでは、独自の新基幹システムを「同じよ
うな規模のところが沢山あるため、業界の中でも使って頂けるよ
うに成長させるとともに、これを軸に、統合などを押し進めてい
きたい」との見解を示した。
　NOEの2007年12月期決算は、レジャー部門で厳しい状況が続
いたとしながらも、ビジネス部門が数字を底上げしたことで年次
目標を達成、9期連続の黒字を達成できる見通し。2008年度につ
いては、新システム稼働を受けた業務効率化と販売拡大を図るこ
とで、ジネス・レジャー・直販事業の3本柱をさらに強化、10期
連続の黒字達成を目指す。

　新システムで業務効率化、ネット販売強化
　顧客情報一元化、ビジネス･レジャーのコラボ強化

　NOEの新基幹システム「トラボ」は、仕入・企画・販売・精算
までを全て一元化したシステム。1月28日にビジネス部門のシス
テムが稼働、来る4月1日にレジャー部門のシステムも稼働し、フ
ルカットオーバーする予定だ。システム開発費用は、ソフトウェ
アが約2億円、ハードウェアを含めて5年間で5億円程度の費用を
見込んでいる。
　他社とのシステムリンクも強化し、CRSではアクセス、イン
フィニ、アマデウスとAPIでリンクし、将来的にはXMLリンクも
視野に入れる。ワールドトラベルシステムの海外航空券予約シス

テムであるスカイレップともリンクしている。その他外部システ
ムについても、進化しながら様々なところとリンクを図っていき
たい考え。
　NOEは1998年より、ビーフリーのパッケージソフトを活用し
たシステムを使用してきたが、業務効率化やシステム連携などに
対応するため、「さらにバージョンアップした我が社独自のトー
タルシステムが必要と判断した」。とくに、M&A戦略推進の過
程で、合併・子会社化したグループ企業間で、複数のシステムを
補完しながら業務を行ってきた経緯があり、新基幹システムに統
合することで多重入力や入力ミス等を減らし、業務効率化と正確
性を上げる狙いがある。システムを自社開発したことで、使いな
がらさらにより良いシステムに充実させていけることが最大の強
みとした。
　具体的には、新システム稼働により、業務効率が2割向上する
ことを見込んでいる。販売面では、商品情報等のデータ管理を一
元化するため、インターネット販売のための別途データ入力が必
要なくなり、直販事業を強化する。とくに、インターネット販売
の場合、空席照会・料金検索やレスポンスの早さで差が出るた
め、新システムで即時性を発揮して販売拡大していきたい考え。
　また、インターネット販売については、直販事業のみならず、
レジャー部門でのホールセール商品の販売にも活用していく。現
在は販売代理店からの予約等は電話で受けているが、今後は代理
店にIDとパスワードを付与し、インターネット上でもホールセー
ル商品を販売してもらえる体制を整える。直販、ホールセールの
両面でインターネット販売を強化していく方針だ。
　さらに、ビジネス部門では、手配の進捗状況等が24時間いつ
でも確認できるよう、インターネット上に顧客の専用ページを設
け、新たなコミュニケーションツールとして活用していく。電話
やｅメールなどによるやり取りも当然行っていくが、営業時間外
等でも手配内容の確認がネット上で行えることで、確実性と信頼
性を増したい考え。
　このほか、顧客データベースの管理を一元化することで、ビジネ
ストラベルおよびレジャートラベルでの渡航歴も顧客毎に一元管理
できるようになる。NOEは、ビジネストラベルの取引先企業から
定年退職する方等を対象に、レジャートラベルへの誘導や囲い込み
を図る「マイ・エー
ジェント」事業を進
めており、顧客デー
タベースの一元化を
活かし、ビジネス部
門およびレジャー部
門のコラボレーショ
ンを強化していく考
えだ。

※写真＝新基幹シ
ステムのカット
オーバーセレモ
ニー、左から石川和夫NOE会長、林田建夫NOE社長、システム
開発を担当したアジェンダの松井文也社長
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★訪日外客835万人と過去最高､中国が3位に躍進
　JNTO間宮理事長「08年は8合目､中韓誘致強化」

　国際観光振興機構（JNTO）は、2007年（1〜12月）の訪
日外客数が、前年比13.8％増（101万5100人増）の834万
9200人となり、目標としていた800万人を遥かに超えて、
過去最高を達成したと発表した。市場別では、最大シェア
を誇る韓国が22.8％増の260万800人に達したほか、中国は
16.2％増の94万3400人まで増加し、米国を抜いて4位から3
位に浮上した。ビジット・ジャパン・キャンペーン
（VJC）の重点12市場では、唯一米
国が0.1％減と前年並みに留まった
ものの、11市場で過去最高を記録
し、重点12市場が訪日外客全体に占
めるシェアは88.3％と前年より0.3
ポイント上昇した。
　間宮忠敏JNTO理事長（写真）
は、好成績を残した要因として、①
2003年に開始したVJCの浸透、②円
安などの追い風、③地方自治体など
受入側の取組強化−−の大きく3点を挙げた。その上で、
2008年については、円高基調などによって「追い風の風力
は弱まる」との見方を示したものの、引き続き好環境は続
くと予測。とくに、2010年の1000万人達成に向けて、
「2008年は残り3年の初年度。山登りでいえば8合目の大変
重要な年」とし、国交省とともに市場別の中期プロモー
ション戦略を立案し、残り3年間の事業を着実に推進したい
考えを示した。
　間宮理事長は、「1000万人を達成するためには、気持ち
だけを固めて漠然と取り組む手法は通用しない。2010年に
向けて、2008年にやるべきこと、2009年にやるべきことが
何かを見極め、一つ一つ検証しながら、戦略的に取り組ん
でいきたい」と述べ、まずは残り3年間に集中して取り組ん
でいく考えを示した。
　2008年の訪日外客数の目標人数については、冬柴鐵三国
交相が「900万人の大台達成」を目指す方針を示しており、
JNTOとしても900万人台達成に尽力する考えだ。
　2008年に取り組むべきこととしては、アジア、なかでも
韓国と中国からの誘致強化を掲げた。2007年は、韓国から
260万人、中国から94万人、合計354万人と、「この2カ国
で全体の4割以上を占めた」ことから、この流れをさらに強
くすると同時に、シンガポール、タイなど伸び率の高い
国々も強化していく。近隣アジア諸国からの誘致強化は、
人数拡大のためには「第一」との考えを示した。また欧米
では、2007年に訪日客数が急増したフランスを強化。微減
した米国についても、富裕層誘致や閑散期対策で増加させ
たい考えだ。
　一方、2007年（1〜12月）の出国日本人数については、
本紙1月16日号でも既報の通り、前年比1.3％減（23万7000
人減）の1729万8000人と、1730万人台をも割り込んだ。
円安基調による割高感に加え、航空運賃および燃油サー
チャージの高騰、若年層の海外旅行離れなどが影響した。
　アウトバウンドでは、2010年の2000万人達成に向けて、
日本旅行業協会（JATA）が今年4月より、ビジット・ワー
ルド・キャンペーン（VWC）を展開するが、間宮JNTO理
事長は、「インバウンドとアウトバウンドは、表裏一体、
表と裏の関係であり、双方向で伸ばしていきたい。航空座

席キャパシティーの問題でも協力していけるのではない
か」と述べ、JNTOとしてもVWCに対し、何らかの形で協
力、参画していく考えを示した。

　中韓2国でシェア4割超､タイ･シンガポール好調
　中国08年100万人台か､米供給逼迫も前年並みに

　重点市場の2007年訪日外客数を見ると、第1位の韓国は
VJC宣伝、ビザ免除などの効果、週休二日制の定着、円安
基調などにより、前年比22.8％増の260万800人と過去最高
を記録、訪日外客全体に占めるシェアも31.2％と3割を超え
た。
　第2位の台湾は5.8％増の138万5200人を記録。伸び率は
鈍化しているものの、航空座席供給量の増加、地方空子へ
のチャーター便の運航、VJC効果などで伸び、訪日外客
シェアは16.6％。
　第3位は中国で、16.2％増の94万3000人と初めて90万人
を突破、8年連続4位から遂に米国を抜いた。好調な経済、
国交正常化35周年イベント、VJC効果、日中輸送力の強化
などが影響し、訪日外客シェアも11.3％を占め、2008年は
100万人の大台が期待される。
　第4位にダウンした米国は0.1％減の81万5900人と、閑散
期の需要掘り起こしで航空座席の供給は逼迫しているが、
前年並みを維持した。
　アジアでは、5位の香港が22.7％増の43万2100人と、地
方空港チャーター便の運航などで2割以上の伸びを示した。
タイもVJCやイベント・旅行フェアの開催、ビザの簡素
化、円安基調、航空運賃割引などにより、33.2％増の16万
7500人と、重点市場の中で最大の伸び率を示し、2004年以
降毎年順位を上げて、07年は8位に躍進した。シンガポール
も経済が好調で、31％増の15万1800人と3割以上伸びを示
した。
　オーストラリアは訪日スキー旅行人気なども後押しし、
14％増の22万2500人で6位に浮上した。カナダも円安基調
から5.4％増の16万6000人を記録した。
　ヨーロッパはフランスが好調で、訪日ガイドブックの発
行、企業委員会による社員旅行の開発、日本文化の関心の
高まり、円安基調などで、07年の訪日外客は16.9％増の13
万7700人を記録した。英国は2.5％増の22万1900人、ドイ
ツは8.6％増の12万5300人と航空割引運賃、円安基調など
により訪日客は増加傾向にある。

　JNTOとVJC事務局、今年4月に統合・一元化
　市場別グループ設置、自己完結型の事業展開

　また、VJCの推進体制強化では、今年10月を目途に国交
省に「観光庁」が設立されるのに先駆けて、今年4月に
JNTOとVJC実施本部事務局が統合される。間宮理事長は、
「両者の統合によって、国交省と新JNTOとの二者による
VJC推進体制を確立し、効率的かつ有効な施策を実施して
いく」と述べ、「JNTOの責務は益々重くなる。今まで以上
に気を引き締めて取り組んでいきたい」との決意を改めて
表明した。
　このうち、組織体制については、4月より機能別組織から
市場別組織に再編。現在の事業開発部、海外市場開拓部、
国内サービス部を統合し、海外プロモーションに関する業
務を担当する「事業本部」を新設するとともに、企画・管
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理・調査等を行う「企画本部」の2本部体制に改める方針。
　このうち、「事業本部」のもとに市場別グループを置
き、各市場毎の戦略立案からプロモーション実施、事業
パートナーとの連携まで、「全てを自己完結型で事業展開
する」方針だ。市場別グループは、アジア、欧米などの大
枠のくくりとなる見通し。また、各市場別グループには、
VJC事務局から継承した業務の担当者を配置する。
　また、VJC事務局との統合後も、「官民一体の精神は全く
変わらない」として、市場別グループには新たに民間からの
出向者も受け入れ、民間等とも引き続き共同歩調で取り組ん
でいく考えだ。
　事業の実施方針については、上述の通り、国のインバウン
ド政策に合わせて“市場別・中期プロモーション戦略”を立
案した上で、単年度の事業計画を作成する。既報の通り、国
交省は2008年の訪日外客数の目標人数策定にあたり、市場別
の目標人数の積み上げによって全体目標を掲げる方針を示し
ており、各市場毎に、2010年に向けた今後3年間の目標人数
と事業計画を策定していくものと推測される。現在、その内
容については、国交省と検討している段階とした。
　また、4月からのJNTOとVJC事務局の統合によって、
JNTOの独自事業と、VJC事業との連携がより取りやすくな
るのもメリットとして、相乗効果を最大限発揮していく。加
えて、「地方自治体や民間企業との共同事業が益々重要にな
る」として、事業パートナーとの連携をさらに強化していき
たい考えを示した。
　なお、2008年度を初年度とするJNTOの新中期計画につい
ては、2月下旬に開催予定の独立行政法人評価委員会JNTO分
科会に諮られ、3月中に決定する見通し。

★国交省､PEX運賃の70％下限値撤廃を決定
　航空会社の需給調整でパッケージ造成に影響も

　国土交通省は1月28日、既報の通り、4月1日から日本発国
際航空運賃について、①PEX運賃はIATA-PEX運賃の下方70
％に設定しているゾーンの下限を撤廃する、②IT運賃は
IATAーIT運賃の設定のない路線について、キャリアIT運賃の
上限額はIATA-PEX運賃とすると正式に発表、同日に航空会
社に通知した。
　国交省は、日本発国際線のPEX運賃について、IATA-PEX
運賃の7割引までとする下限を撤廃する方針を固め、昨年12
月27日〜1月16日までの期間中、パブリックコメントを募
集、その結果を受けて、下限値を撤廃し、利用者利便を向上
させ、さらなる運賃設定の自由化を決めた。
　既に、日本航空は1月22日に申請した2008年度のPEX運賃
の申請で、東京−バンクーバー線を最低価格をIATA-PEX運
賃の80％引きの5万円に設定、今後もアジア、オセアニア方
面で需要動向を見ながら運賃設定をする模様。
　また、全日空や外航各社は今後、08年度のPEX運賃を申請
するが、各社とも需要動向と燃油市況を睨みながら運賃額設
定していくと見られる。
　また、欧州線がフレックス運賃の導入により、IATA-IT運
賃が廃止されたことに伴い、IATAｰPEX運賃がキャリアIT運
賃の上限となった。
　現在の航空需要や航空会社のイールド志向、燃油サー
チャージの高騰などを見ると、航空会社が大幅な低価格の
PEX運賃を設定することは想定しにくいが、下限値が撤廃さ
れたことによる「PEX運賃の自由化」の意味は大きい。

　航空会社が今よりも増してPEX運賃を全面に打ち出してく
ることは想像に難くなく、とくに、旅行会社へのIIT運賃の存
在自体を問われてくる。いずれPEX運賃の下限値も廃止され
ることは予想されたが、むしろ9年も続いたことの方が驚
く。今後は、路線の開設・撤廃はもとより運賃も航空会社の
主導が強まり、供給が逼迫する中で、旅行会社のパッケージ
造成はさらに難しい時代に入ってくるかもしれない。
　IATA割引運賃の下限値規制を見直し、自動認可とするは、
規制改革推進のための3カ年計画に盛り込まれ、昨年6月22日
に閣議決定した。また、12月25日の規制改革会議の第2次答
申で、2008年度から措置することが決められた。

【旅行関連】

★国交省設置法の一部改正、本日閣議決定
　観光庁設置や運輸安全委員会へ改組など

　国土交通省では、国土交通省設置法等の一部を改正する法
律案を1月29日、閣議決定する。この法律案では、観光立国
実現のための各種施策を推進するため、観光庁設置が盛り込
まれているほか、航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁を
運輸安全委員会と海難審判所に改組し、それぞれ事故原因の
究明や海技士などの懲戒のための海難審判を行わせる。
　国土交通省設置法の一部改正では、観光庁の設置して同庁
の任務などを定めるほか、国土交通省の任務に観光立国推進
に向けた施策の推進が盛り込まれた。また、航空・鉄道事故
調査委員会については、法律の題名を運輸安全委員会設置法
にあらため、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置
する。この運輸安全委員会では、陸・海・空の各輸送モード
の事故原因究明を行うほか、事故原因関係者に勧告を行い、
その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることが
できるようにする。

★「観光圏の整備」法案が本日、閣議決定

　国土交通省と農林水産省による「観光圏の整備による観光
旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案」が1月29日に閣
議決定される。これにより、密接に関係している観光地を一
体化して国際競争力の高い魅力ある広域の観光圏を形成する
ための観光圏整備事業が、市町村や都道府県と民間団体、観
光事業者との連携により実施されることになる。
　観光圏整備事業とは、宿泊サービスの改善・向上や体験型
プログラムの開発などの観光旅客の来訪、滞在を促進する事
業。例えば、訪日外国人の受け皿となる観光地を形成するた
めに地域の民間と行政が一体となった観光新興の取り組みを
総合的に支援するとともに、内外観光客の宿泊旅行回数・滞
在日数の拡大を目指し、2泊3日以上の滞在型観光を促進する
観光圏の形成を支援する。
　具体的には、都道府県、市町村、観光関係団体、公共交通事
業者、農村漁業団体、NPOなどからなる法定協議会を設置
し、観光圏整備実施計画を策定、これに国が支援する。法定協
議会を補助対象者として補助率40％を上限として補助する。
　観光圏整備実施計画で国土交通大臣の認定を受けると、
旅館が行う観光圏内限定旅行業者代理業に係る旅行業法の
登録みなし、共通乗車船券に係る道路運送法等の運賃、料
金についての届出の一括化等、関係法律の特例を受けるこ
とができる。
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★JTB、日仏150周年の記念公式ツアー発売
　ドーヴィル映画祭に参加、仏政観との共同企画

　JTB法人東京・法人営業新宿支店は、今年の日仏外交樹立
150周年の記念企画として、「第10回ドーヴィル・アジア映
画祭特別ご招待の旅」を発売した。同企画はフランス政府
観光局と共同で企画したもので、映画祭への参加のほか、
フランス最大の古城ホテル「シャトー・モンヴィラルジェ
ンヌ」での宿泊や、クロード・モネゆかりの地を巡る小旅
行、世界遺産モンサンミッシェルでのカクテルパーティー
などを盛り込んだ。ツアーは3月9〜16日の7泊8日、全行程
添乗員が同行する。旅行代金は38万8000円とし、定員100
名で募集する。

★ANAセールス、「新三峡クルーズ8日間」発売

　ANAセールスは、ANAハローツアーの特別企画として
「新三峡クルーズ8日間＋成都/楽山10日間」を発売した。
ツアーでは5つ星級豪華客船「バイキング・センチュリー・
スカイ号」に乗船、船中で5泊しながら三峡の見所を訪れ
る。出発日は、4月〜9月までの計5本、旅行代金は29万
8000円〜42万8000円とした。最少催行人員は6名。なお、
ツアーの申込者は2月16日に東京プリンスホテルで行われる
「北方謙三中国を語る」特別企画講演会に参加できる。

★3月18日にヘルスツーリズムセミナー「海洋資源」

　日本ヘルスツーリズム振興機構は3月18日午後4時半から
6時まで、東京・芝公園の日本添乗サービス協会研修室で、
第14回ヘルスツーリズムセミナーを開催する。今回の講演
テーマは「海洋資源を活用したヘルスツーリズム」。サブ
タイトルは「海のちからで元気できれいになる旅のお
話」。
　NPO健康保養ネットワーク常務理事で、元タラソテラ
ピーセンター「テルムマランパシフィーク」総支配人の宮
地正典氏が、タラソテラピーの効果や海洋資源を活用した
健康づくりシステム、健康増進施設の開発などについて、
具体的な事例を交えて講演する。
　参加は会員無料、募集人員は先着順50名。希望者は日本
ヘルスツーリズム振興機構のホームページから、またはe-
mail、FAXに参加者氏名、会社名、連絡先を明記して申し
込む。

※URL＝日本ヘルスツーリズム振興機構のホームページ
http://www.npo-healthtourism.or.jp/
e-mail＝info@npo-healthtourism.or.jp
電話＆FAX＝03-5403-2574

【航空関連】

★負債の半分無利子で「着陸料半分可能に」
　平野副社長、仁川の着陸料値下げに危機感

　関西国際空港会社（関空会社）の平野忠邦副社長は28
日、記者会見を開き、関空の国際競争力の向上のために
も、関空で抱える莫大の負債について「大幅に、半分でも
無利子にしてもらえれば、正直、金利の支払いが半分にな

り、着陸料は半分以下にできるくらいになる」として、ア
ジアゲートウェイ構想にも盛り込まれている、関空会社の
財務構造の改善を強く要望、これにより関空の国際競争力
増強を図りたい方針だ。
　この背景には、やはり韓国の仁川や中国・上海という、
関空が国際貨物ハブ空港を目指すうえでの最大のライバル
の存在だ。とくに仁川空港では、関空の着陸料のおよそ半
分程度、さらに10％安くするなどの措置が採られているよ
うで、「国の大体的なバックアップがある」（平野副社
長）という。この安い着陸料に対抗しなければならない、
関空会社は危機感を強めている。「我々としては着陸料を
下げようとしても、この高い金利を払っている限りは、な
かなか下げる余地はない」（平野副社長）と苦しい状況
だ。「物流体系が一度移ってしまうと、戻ってこない。い
つまでもこんな高い着陸料でやっていたのでは、国際貨物
ハブ拠点が外国に逃げてしまう。物流コストは日本の輸出
入産業にとって大きく影響するため、何らかの財務構造の
変革をお願いしている」（平野副社長）と、関空会社の危
機意識は強い。

★印ジェットエアウェイズ、JAL/ANAとスルーチェックイン

　インドのジェットエアウェイズは、1月27日より日本航空
（JAL）及び全日空（ANA）とのスルーチェックインサー
ビスを開始した。シンガポール及びクアラルンプール
（ANAはシンガポールのみ）で両社の国際線を乗り継ぎ、
インドまたは日本へ向かう場合、出発地で乗り継ぎ便の搭
乗券が受け取れる他、預けた手荷物を最終目的地（双方国
内線区間は除く）で受け取ることが可能となる。同社では
タイ国際航空（THA）ともバンコク空港での乗り継ぎを対
象に同様のサービスを展開。今後も対象航空会社／空港を
拡大する予定で、日本からインドへ向かう旅客の利便性向
上を図る方針だ。

★KAL、長崎―ソウル／福岡―済州線を運休

　大韓航空（KAL）は、3月30日からスタートする夏期スケ
ジュールより、長崎—ソウル（仁川）線を暫定的に運休す
る。また1月6日より運休している福岡—済州線についても
夏期スケジュールは運休を継続する。なお、来年度冬期ス
ケジュール以降については現段階で未定。

★THA、7月に成田−プーケット直行便が週2便で復活
　３月末から中部発で週2便の深夜便を新設

　タイ国際航空（THA）は、7月3日より成田—プーケット
間のノンストップ直行便を週2便（木・土）で復活させる計
画だ（政府認可条件）。既存の成田—バンコク間の便（643
便）をプーケット経由バンコク行き（671便）に変更するも
ので、成田午前発。成田着便については自社運航週21便全
てバンコク—成田間の運航で、変更はない。
　また夏期スケジュールがスタートする3月30日からは、中
部—バンコク間で週2便のフライトを新設する予定（政府認
可条件）。こちらの運航予定スケジュールは以下の通り。
【中部→バンコク】▼647便＝中部1時発→バンコク5時着
（日・水）【バンコク→中部】▼バンコク11時発→名古屋
18時40分着（火・土）
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【観光統計】

★12月ハワイ日本人客、3.8％減の11.3万人見込み
　07年累計は3.5％減の131万人、北米も低調

　ハワイ州産業経済開発局（DBEDT）が発表した2007年12月
の日本人ハワイ訪問者数（速報値）は、前年同月比3.8％減の
11万3512人、2007年1-12月累計は前年比3.5％減の131万
4619人となる見通し。確定値は今週中にも発表されるが、ハ
ワイ州観光局（HTJ）の一倉隆エグゼクティブディレクター
は、「12月は昨年に比べて航空座席数が7％近く減少したこと
や、年末年始期間の出足の鈍さを考慮すると、全体的に悪い中
で検討したと言える」との見方を示した。
　一方、日本人1人あたりの平均消費額は、12月単月で7.5％増
の270.2ドルと向上。07年1-12月累計では1.0％増の269.2ドル
となり、HTJでも引き続き単価向上に努めていく方針。
　また、12月は北米マーケットが低調に動き、米西海岸からは
前年同月比5.2％減の約27万人、西海岸からは7.0％減の約15万
人となった。サブプライム問題がハワイ観光にも影響を及ぼし
たと見られる。
　北米マーケットにおける2007年の累計は、西海岸が0.1％増
の319万6233人、東海岸が3.3％減の186万9770人となる見通
しで、これによりハワイ州全体の07年累計訪問者数は、前年比
1.2％減の736万8048人を見込む。

　2011年154万人達成に向け現地側も積極支援
　オアフ観光局、日本への情報発信を最重要視

　2007年はハワイへの観光者数が全体的に減少傾向を見せる
中、現地側でも日本市場の復活をめざし、様々な取り組みを進
めていく。去る25日には日本旅行業協会（JATA）とハワイ・
ツーリズム・オーソリティ（HTA）が日本ハワイ観光協議会
（JHTC）を発足、数値目標として2011年までにハワイへの送
客数154.4万人達成が掲げられた。
　HTJの一倉隆氏は、「ハードルの高い数字だが、期待に応え
られるよう最大限の努力をしていきたい」として、HTJが先頭
に立って需要喚起に努めていく姿勢を示す。
　また、現地側でも課題点を洗い出し、付加価値の高いデス
ティネーションづくりに取り組んでいく。
　オアフ観光局のミツエ・ヴァーレイ日本地区マーケティング
営業部長は、本紙らの取材で「現地からの情報をいかに迅速、
かつクリアに伝達できるかが課題。さらに日本の本社組織だけ
でなく、地方の末端まで伝える必要がある」と課題点を指摘、
オアフ観光局としてもホームぺージ内の業界サイトを通じ、現
地最新情報等の発信を密に行っていくとした。
　また、ヴァーレイ氏は「オアフ島の特性から、ファーストタ
イマーの満足度向上が重要」として、現地でもオアフ観光局が
中心となり、観光関連の各団体との連携で各種活動を進めてい
く考えを示した。

【デスティネーション】

★LA観光局「Culture LAキャンペーン」開始
　2カ所訪問､写真と感想送ればLA旅行当たる

　ロサンゼルス観光局は、カルチャーの街LAの見所をアピー
ルするため、カルチャーを特集したガイドブック「芸術に出会

う街LosAngeles」を作成したが、このほど、ガイドブックの
発行を記念してCultureLAキャンペーンを開始した。
　同キャンペーンでは、今年上半期（1~6月）の間に、LAの
カルチャー・スポット（美術館、博物館、コンサート・ホー
ル、ミュージカル、シアター）を2ヵ所訪問し、カルチャー・
スポットの写真に感想を添えて応募すると、抽選でアメリカン
航空の協力でロサンゼルス旅行やLAまたは美術館のピク
チャー・ブックが当たる。
　“CultureLA”キャンペーンの応募期間は、1月25日から6月
3 0 日まで。応募方法はインターネットによる応募。
www.seemyLA.jpのホーム・ページ上で、1月から6月の間に訪
問したカルチャースポット（美術館、博物館、コンサート、
ミュージカル、シアター）の写真と訪れた際の感想を送る。応
募者の中から抽選により当選者を決定。写真の良し悪しは問わ
ない。賞品はA賞がロサンゼルス旅行（3泊5日の旅、1組2
名）、B賞がLAのピクチャー・ブック（毎月3名）。

※URL＝LA観光局ホームページ
http://www.seemyLA.JP

★パプアニューギニア政府が初の世界遺産登録申請

　パプアニューギニア政府自然環境保護省は、このほどユネス
コ（国際連合教育科学文化機関）に対し、ココダトレールの世
界遺産登録申請を行った。登録されれば、同国初の世界遺産と
なり、観光需要促進が期待される。
　ココダトレールは、首都ポートモレスビーとポポシデッタを
結ぶ全長100キロのルート。第2次世界大戦中に旧日本軍が
ポートモレスビー簡略のために切り開いた山道がそのまま残
り、ルート沿いには今でも戦争による残骸や慰霊碑を見ること
ができる。
　ルートは6-8日間のトレッキングが可能で、途中、キャンプ
や村の簡易なゲストハウスに宿泊、オーストラリア人を中心に
人気が高く、乾季となる4〜11月がベストシーズンとなる。

★ラスベガスのゴールデン･ナゲットが拡張工事完了

　ラスベガスのダウンタウンにあるゴールデン・ナゲットがこ
のほど、6000万ドルを投じた拡張工事を完了、カジノフロア
が拡張されたほか、大型の多目的イベントセンターや新たなス
シ・レストラン、最先端のナイトクラブが加わった。
　会議や宴会、ミーティング、レセプションなど、多人数の催
事に対応できるイベントセンター「ザ・グランド」は、高速イ
ンターネットアクセス、最先端の視聴覚機器、それに個別対応
の音響、電気、室温調節機能を備えている。また、グループの
サイズに合わせてスペースを分割して利用することもできる。
　一方、レストラン「レッド・スシ」は、寿司や刺身など、伝
統的な日本料理を日本酒とともに味わうことができる。さら
に、最新のナイトスポットとしてデビューした「ゴールド・
ディッガー」は、広々としたダンスフロアを併設、各種ドリン
クも楽しめる。
　同クラブには180度の眺望が開ける大型バルコニー・スペー
スもあり、フリーモント・ストリート・エクスペリエンスやス
トリート・パフォーマンスを一望することも可能だ。

※URL＝ゴールデン・ナゲット
http://www.goldennugget.com/home
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■為替市況（28日）
（円）

USD(米ドル) .................................................................................... 107.84
GBP(イギリスポンド) ..................................................................... 215.54
CAD(カナダドル) ............................................................................ 107.52
CHF(スイスフラン) ...........................................................................98.37
SEK(スウェーデン・クローネ) ......................................................... 16.91
EUR(ユーロ) .................................................................................... 158.19
DKK(デンマーク・クローネ) ............................................................ 21.33
IDR(インドネシア・ルピア) ................................................................. 1.27
NOK(ノルウェー・クローネ) ............................................................ 19.74
PKR(パキスタン・ルピー) .................................................................. 1.87
PHP(フィリピン・ペソ) ...................................................................... 2.79
QAR(カタール・リアル) ...................................................................30.09
THB(タイ・バーツ) ............................................................................. 3.50
AED(ＵＡＥ・ディルハム) ................................................................ 29.82
AUD(オーストラリアドル) ................................................................ 96.09
HKD(香港ドル) .................................................................................. 14.11
INR(インド・ルピー) ........................................................................... 2.88
SAR(サウジアラビア・リアル) ......................................................... 29.34
KWD(クウェート・ディナール) ...................................................... 400.51
KRW(韓国ウォン) .............................................................................. 11.49
SGD(シンガポール・ドル) ................................................................ 75.89
NZD(ニュージーランド・ドル) ......................................................... 84.19
ZAR(南アフリカ・ランド) ................................................................ 16.42
CZK(チェコ・コルナ).......................................................................... 6.18
MXN(メキシコ・ヌエボ・ペソ) ........................................................ 10.83
RUB(ロシア・ルーブル)...................................................................... 4.61
HUF(ハンガリー・フォリント) ........................................................... 0.63
PLN(ポーランド・ズロチ) ................................................................ 44.41
SKK(スロバキア・コルナ) .................................................................. 4.88

※IDR、KRWは100通貨単位当たり
--------------------------------------------
CNY(中国人民元) .............................................................................. 14.82
TWA(台湾ドル) .................................................................................... 3.32
MYR(マレーシア・リンギット) ......................................................... 32.95

※CNY、TWA、MYRは1月25日現在
東京外国為替相場／T.T.Selling（三菱東京UFJ銀行調べ）

【ホテル】

★ザ･リッツ･バリに最高級ヴィラ「AYANA」誕生

　バリ島のザ・リッツ・カールトンバリリゾート＆スパにこ
のほど、最大級の広さと贅沢さを誇る3ベッドルームヴィラ
「AYANA（アヤナ）」が誕生した。ヴィラの総面積は3000平
方メートルで、ヴィラ自体の床面積は420平方メートル。究極
のプライバシーをコンセプトに、ホテル内の他の施設とも完全
に独立した空間とした。
　ヴィラの名前のAYANAは、サンスクリット語で「憩いの
場」を意味し、敷地内では280名までのパーティーやウェディ
ングも可能。プライベートのスパ棟も敷地内にあり、ヨガや瞑
想のクラスも手配できる。なお、同ヴィラでの滞在は1泊あた
り8000USドル。

【組織・人事】

★日本旅行　管理職異動　

【本社】
▼営業企画本部特定マーケット営業推進室チーフマネージャー
＝塩崎充美（営業企画本部カード営業推進チームチーフマネー
ジャー）
▼営業企画本部特定マーケット営業推進室マネージャー＝才木
剛（営業企画本部企画チーム主任）
▼営業企画本部特定マーケット営業推進室マネージャー＝鈴木
宏彰（営業企画本部カード営業推進チーム主任）
▼営業企画本部企画チームマネージャー＝小池博（営業企画本
部企画チーム主任）
▼営業企画本部国内仕入チームシニアプロフェッショナル＝北
村慎悟（営業企画本部国内仕入チームチーフマネージャー）
▼営業企画本部国内仕入チームチーフマネージャー兼地域振興
室室長及びICT事業本部商品開発チームチーフマネージャー＝
近藤晃生（営業企画本部国内仕入チーム関西仕入販売センター
所長兼西日本営業本部販売部チーフマネージャー）
▼営業企画本部国内仕入チーム関西仕入販売センター所長兼西
日本営業本部販売部チーフマネージャー＝遠藤健誌（営業企画
本部国内仕入チーム京都仕入販売センター所長兼西日本営業本
部販売部マネージャー）
▼営業企画本部国内仕入チーム京都仕入販売センター所長兼西
日本営業本部販売部マネージャー＝谷岡茂（営業企画本部国内
仕入チーム米子仕入販売センター所長兼西日本営業本部販売部
マネージャー）
▼営業企画本部国内仕入チーム米子仕入販売センター所長兼西
日本営業本部販売部マネージャー＝森山勉（営業企画本部国内
仕入チーム関西仕入販売センター課長）
▼営業企画本部赤い風船事業部チーフマネージャー兼赤い風船
事業部商品開発チームチーフマネージャー及びICT事業本部商
品開発チームチーフマネージャー＝大島浩子（営業企画本部赤
い風船事業部商品開発チームマネージャー）
▼営業企画本部海外旅行事業部兼ICT事業本部商品開発チーム
チーフマネージャー＝桑原明（営業企画本部海外旅行事業部
チーフマネージャー）
インICT事業本部営業企画チームマネージャー＝馬場直樹（営
業企画本部企画チームマネージャー）
▼ICT事業本部新規事業チームマネージャー＝吉田一成（営業

企画本部企画チーム主任）
▼ICT事業本部販売チームチーフマネージャー＝塚田秀春（営
業企画本部メディアミックス営業部チーフマネージャー）
ICT事業本部販売チームマネージャー＝山本勝也（西日本営業
本部販売部マネージャー）
▼ICT事業本部販売チームマネージャー＝古賀隆之（東日本営
業本部システムトラベルセンター東京予約センター所長）
▼ICT事業本部商品開発チームマネージャー＝岩?紀夫（東日
本海外旅行商品部マネージャー）
▼ICT事業本部商品開発チームマネージャー＝秋山秀之（赤い
風船東日本事業部課長）
▼ICT事業本部素材開発チームマネージャー＝砂子隆志（営業
企画本部メディアミックス営業部マネージャー）
▼ICT事業本部BTM営業チームチーフマネージャー＝門田仁志
（ソリューション営業本部営業推進チームチーフマネー
ジャー）
▼ICT事業本部BTM営業チームマネージャー＝扇谷光則（西日
本営業本部市場開発部マネージャー）
▼ICT事業本部BTM営業チームマネージャー＝中村貴則（ソ
リューション営業本部営業推進チームマネージャー）
▼ICT事業本部システムチームマネージャー＝西尾昭一（営業
企画本部メディアミックス営業部主任）
【東日本営業本部】
▼東日本営業本部システムトラベルセンター兼東京予約セン
ター所長＝大鷲好彦（東日本営業本部システムトラベルセン
ター所長）


