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環境が続くと予測されるが︑旅行市場

に︑物価上昇

︒今年も厳しい経営

１００年に一度といわれる経済危機

だいた︒

本旅行の丸尾和明の各氏に語っていた

ツーリスト︵ＫＮＴ︶の吉川勝久︑日

就任したＪＴＢの田川博己︑近畿日本

歩一歩前進するのみだ︒

ない︒とにかく前を向いて一

︵東京・紀尾井町の福田家で︶

ている︒ただし今年は日並び

昨年は原油をはじ

日本旅行は︒

がいいので︑住宅や自動車と
いった耐久財の消費の代替と

丸尾

めとし︑穀物などの原材料が

して︑比較的安価な旅行商品
の販売が増えていく可能性は

１月 こ ろ か ら 高 く な っ て き

ったが︑原油と原材料高の２

た︒これが消費者マインドに

つが大きなトリガーとなり︑

あるとみている︒一方法人需

このような年だからこそ旅

これらの影響を受けて︑ＧＤ

要は︑企業業績の悪化による

行業界が率先して明るい材料

Ｐの６割を占める個人消費が

︵司会︶旅行業︑旅館

を見いだし消費者に提供する

相当マイナスとなった︒これ

も大きくマイナスに影響し

ことが重要だ︒円高︑燃油サ

に追い打ちをかけて︑米国発

た︒４〜６月期のＧＤＰから

ーチャージの値下げによる海

の金融不安とそれに端を発す

影響が１年程度続く可能性も

外旅行の復活に加え︑国内に

る経済危機という逆風が全世

あり︑本格的な需要回復は秋

おける着地型観光も今年期待

界を直撃している︒旅行需要

業とも今年はさらに激しい市

年の後半から見

年と回復してきた
月に金融ショック

特に海外旅行販売にとっては

れの深刻化など︑旅行業界︑

対しては主要各国が公的資金

では仕方がない︒金融危機に

標を達成しようと動き出した

立され︑官民一体となって目

連動しているということをひ

常に景気に敏感でその動きと

あるいはわれわれの業態が非
中間決算では目標

しひしと感じた１年だった︒

月に観光庁が設

より大幅に減益となった︒こ

何人かのアナリストとも話を

また昨年

できる材料の１つであると考

場の動きに直面すると思うの

上︑９︑
が起こり︑カウンターパンチ
た円高の進行の割に景気減退

定した数値目標

ことも明るい話題だ︒国が設

が主体的に関わりを持つとい

況下でどういう取り組みをし

は相当厳しいだろう︒この状

したが︑この経済危機はかな

うことだ︒今年は目標の到達

の達成に向けて

り︑ここが底だという見通し

年度の１年前にあたり︑観光

ていくかが会社全体を左右し

り根が深い問題と感じてい

の投入などの対策を打ってお

田川

が少しでも早く出ることを期

ていくのではないか︒燃油の

る︒また日本を代表するエク

内旅行においても︑特に夏の

待したい︒

庁自体も具体的な施策を打ち

一緒になって頑

旅行シーズンでのガソリン代

出すはずだ︒それにも期待し

張っているとこ

のには︑地域交流ビジネスの

の高止まり︑オリンピック観

明るい兆しとして当社国内

いるが︑一方では﹁近場でち

セレント企業の経営者の話を

ように︑事業投資して回収は

旅行ブランドの﹁メイト﹂は

たい︒

ょっと﹂という需要は伸びて

聞いても︑この１︑２年は構

される年だ︒ちょっと昔のこ

これからというものがたくさ

戦による旅行の手控え︑サミ

３月の出だしが好調だ︒海外

資産価値の目減り

いる︒また富裕層︑団塊の世

ろである︒国が

年代の旅

ットの影響などにより需要が

旅行も燃油サーチャージの値

などもあり︑全体的にはまだ

目標を出すとい

とを振り返るが︑

んある︒また今年は個人も法

削がれたと考えている︒宿泊

下がりや︑動向を見極めるた

まだ厳しいだろう︒国内旅行

造改革を進めていかなければ

行業は万博など博覧会で生き

人需要も厳しいだろうから︑

旅行から日帰り旅行にシフト

めの買い控え︑あるいは円高

うことは︑目標

てきた︒しかしそれ以降大き

富裕層やイベント関係︑チャ

した傾向がその典型だ︒

による﹁お得感﹂といったプ

吉川

な博覧会がない中で︑﹁紅花

ーターなど︑それぞれのマー

今年の見通しについても現

真価を問われる年だ
前向き前進するのみ

非常に厳しい１年だった︒国

伸びず全体数値は思ったより
伸びない︒また海外旅行がだ
めな時は国内旅行がカバーす
るというこれまでの傾向が十
今年は昨年の北京五輪のよ

分にはみられない︒
うな大きなイベントがない︒

の山形路﹂などの﹁地域キャ

ケットに合わせた細やかな取

在の景気後退局面︑消費支出

代の旅行需要もまだまだ根強

問題や景気不安から消費者の

らなければならない年にな

旅行業はそういう仕掛けをや

感からの中国旅行の需要減︑

食の安全や環境問題への不安

ンに起因する世界経済危機︑

サブプライムロー

回復もなかなか難しい︒しか

向が続けば︑外国人観光客の

している︒今年もこの円高傾

な円高で外国人旅行者も減少

は続くだろう︒昨年来の急激

ている︒４月以降も消費全体

需要喚起策を打ち出して進め

れらのプラス要素を訴求した

可能性があるとみている︒こ

じて３月以降の需要が増える

てくる可能性もあるが︑その

マイナス要因がいろいろと出

い︒今年も旅行業界にとって

でも何としても成長を遂げた

ェアがあり︑厳しい環境の中

ってくる︒

いくかということが重要にな

どうやって需要に結びつけて

としてはこれらのトレンドを

などの個性的な旅︒われわれ

い︒もう１つは﹁女性の旅﹂

財布のひもが大変固くなって

る︒これは腹くくっていかな

原油高騰による海外旅行全般

ようなことを考えてもキリが

吉川

今年もやはり取り巻く環境

ンペーン﹂という地域起こし

り組みを絞ってやらないと数

は全社売上の６割を超えるシ

ならないという考え方だ︒

を行って国内の需要喚起をし

字が出てこないだろう︒

ラスの要素がかなりあり︑総

ある意味では旅行業の腕が試

た︒今年はその時代に似てい

の鈍化は少なくとも３月まで

業績の予想は︒

るかもしれない︒景気が厳し

ＫＮＴはどうか︒

ければという気持ちだ︒

は急激に好転しない覚悟をし
会社の業績は︒

し︑悲観的にとらえるばかり

何もイベントがないからこそ
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吉川

く需要が減退傾向にあるが︑

達成に向けて国

の２︑３年取り組んできたも

を食らったような感じだ︒ま

えている︒

日本経済がマイナス成長に入

吉川氏

以降となるとみている︒

田川

動くか︒
られた景気の減速傾向が︑昨
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また︑昨年創設の観光庁は︑

きだろう︒
観光圏整備認定地
た︑伊勢丹では売り場を﹁お

ころもあると聞いている︒ま

と晩で並べ方を全部変えると

ば︑伊勢丹だ︒伊勢丹では朝

域の中では旅館が着地型旅行
買場﹂と呼び︑あくまでも利

丸尾

力ある観光地づくりを主体的
商品を販売できるようにもな
用者目線に立った店作りをし

地域の活性化についても︑魅
に行う地域を支援するととも
った︒こうした素材をとり入

業界が厳しい中で

くしたりしているが︑全般に

ウンター内よりもロビーを広

年ごろから店舗改革をしてカ

に参考になる︒われわれも

頑張っている伊勢丹は︑非常

田川

ている︒

れることも考えられる︒
地元の素材をわれ

に︑観光旅行の促進のための

田川
われが発掘して商品化するだ

針であり︑地域との連携や協
働はわれわれも取り組む必要

ることも商品企画の中に組み

けでなく︑地元で作った商品

込まないといけない︒ＪＲ西

を全国ネットの旅行会社が売

いずれにせよ︑今年はきっ
日本が開発した観光素材をエ

のある分野の１つと考えてい

ちりした積み重ねを行うこと

る︒

が重要と考えている︒たまた

旅行業はまだまだ不十分であ
このようにこれからは専門店

の質が落ちているのではない

制服に明るい色のものを取り
入れたりした
が︑着ているも
のが違うと︑働
く人の気持ちも
変わってくる︒
旅行業はサービ
ス業の中でも最

・交流型﹂の商品開発を積極

ても︑地域に密着した﹁体験
ながら︑着地側とお互い力を

知っている︒

客の方が旅行先のことをよく

運んでいる︒行ってみて分か

はじめ︑他社の店舗にも足を

組まなければならない︒

であることを再確認して取り

丸尾

田川

り︑ＫＮＴツーリストの店舗

吉川

る︒

東京の机の上では商品は作れ

ースの商品としても組み込ん
心とした地域のさまざまな素

で販売しているものもある︒

の形を取り入れていかなけれ

ま今年は丑年だ︒牛というの
ない︒現地︑現物を見て︑体

ら︑二次交通や宿泊の魅力向
か︒情報があふれる今︑旅行

私も駅業務を受託

材を生かした特徴ある商品を

はしっかりと大地を踏みしめ

丸尾

していた近鉄ステーションサ

あれは私が鉄道本

て歩く︒われわれも地をしっ

ービスの社長時代に︑駅にお

造成し︑販売していかねばな

ばリアルの強みは生かせな

らない︒その際︑われわれは︑

い︒そしてそこにいかに魅力

部長のときに優秀な部下がエ

験してはじめて良質の商品が

リア内の新たな観光素材の発

できるものと考えている︒

かりと踏みしめて前に向かっ

上などさまざまな議論を行い

着地型をビジネス化
利用者目線の店作り

吉川

いてホテル並みのサービスを

最近︑店頭の販売部門

目指して取り組んだ︒駅員の

て歩まなければならない︒
ーンズのお誂え﹂などの商品

私は時間が許す限

発地側のニーズという立場か

ができた︒また鉄道からの二

ある商品を提供できるかだ︒

掘を行い︑その結果﹁倉敷ジ

旅行業の中で︑イ
次アクセスとして﹁駅から観

国内旅行の売り方は︒
ンバウンドに比べ︑国内︑海
タクン﹂もスタートさせた︒

田川

い︒１千円で高速道路が利用

外のウエートが今はまだ高
今︑観光の需要喚

起に重要なものは︑二次交通

吉川

が︑国内旅行需要にはかなり
だ︒その意味ではＪＲ西日本

できるという施策が出ている
効果があるのではないか︒ま
が扱っている﹁駅から観タク

商品の話では︑重要視して
合わせて商品を造ることが求

ン﹂は画期的だ︒当社におい

カ所に

た観光圏の整備地域

いるのが﹁旅百話﹂として展
的に進めている︒その商品は

先端を行く業種

開している着地型商品のビジ

えを持てと言っている︒どの

ンボの目︑アリの足﹂の心構

私は社内では﹁兎の耳︑ト

う専門店を作って売ることが

が︑﹁この店はこうだ﹂とい

品を扱う店舗も必要ではある

総合旅行業としてあらゆる商

では根本的に異なっている︒

やはり地方と都市

に提供できる情報のグレード

ンセプトはもとよりお客さま

いるということだ︒店舗のコ

客さまも入りやすく繁盛して

明確になっているところはお

ることは店舗のコンセプトが

ＬやＡＮＡにかなり近づいて

の応対の評価を見ると︑ＪＡ

努めている︒最近のフロント

とに点数評価を行い︑改善に

ントサービスについて半期ご

ティブになること︑そしても

月に東京・新宿に﹁ヨーロッパ

丸尾

ある︒

ＪＲ西日本はフロ

ブサイト﹁旅の発見﹂で紹介

地域がどのようにしようとし

丸尾

められている︒

しており︑現在２万プログラ

ているかなど︑情報にセンシ

このようなキャリ

っと広い目で見ること︑さら

プラザ﹂
をオープンさせたが︑

丸尾

ムを掲載している︒

田川

主にグループ会社のティー・

あとは旅館の食︒どうも販

ある︒
売手法として泊食分離などの
アのバックアップもいただき

に︑自ら汗を流して動くこと

旅行の目標である﹁年間宿泊

方向ばかりで︑旅館の料理は
ながら交流を拡大していくこ

である︒三現主義というが︑

平均日数４泊﹂﹁国内旅行消

丸尾

兆円﹂という２つの目

われわれは昨年

店頭づくりといえ

ないと思う︒旅行会社だけ頑

員を教育することが必要だ︒

若者の旅行離れについても︑

増やすことではないか︒特に

組むべきことは﹁人の移動﹂
を

じだ︒業界全体で第一に取り

とも多い︒旅行業も鉄道と同

が︑その一方で協調できるこ

が多いほど競争は厳しくなる

鉄道の場合︑接点

ければ大きな成果が得られな

やはりキャリアと協働できな

用という話はあるけれども︑

観光庁の力添えや観光圏の活

を作り出すとすれば︑確かに

だ︒仮に国内のいろんな動き

ベーションをかけているから

アが一役かって︑相当なモチ

るかというと︑やはりキャリ

ＤＣがなぜあれだけ盛り上が

張っても知れている︒ＪＲの

各旅行会社が協

いのではないか︒
同感だ︒旅行業に

か︒つまり︑旅行に行きたい

﹁動機付け﹂が大事ではない

木会長も言っておられたが︑

間ＪＴＢの佐々

この

インドを作る︑人の動きを作

を考えていくべきである︒マ

それぞれの需要を増やすこと

需要を拡大させる中で︑各社

の役割分担を果たし︑全体の

ゆるサプライヤーがそれぞれ

あるキャリアをはじめ︑あら

とっての重要なパートナーで

吉川

力して取り組め

吉川

るのではない
か︒

という雰囲気を作っていくこ

るといった仕組みを作り出す

丸尾

とが重要だ︒旅行業界全体で︑

会社だけではなくて︑航空︑

大変重要だ︒その際は︑旅行

行に出る雰囲気を作ることは

う考えが底辺にあるので︑旅

﹁人が行かなければ⁝﹂とい

ればならない︒︵ 面に続く︶

旅協とも本当は手を組まなけ

ら地域を売るのであれば︑全

協︑ＡＮＴＡ︶に多い︒だか

Ａより全国旅行業協会︵全旅

している会社は︑実はＪＡＴ

合︑国内を中心に事業展開を

また国内旅行の場

鉄道などキャリアもみんなで

田川

ことが必要だ︒

盛り上げていかなければなら

必要がある︒特にわが国では

﹁もっと﹂と盛り上げていく

丸尾

ブメントを作れ

ば︑１つのムー

吉川

だ経験がある︒

ンや鉄道需要喚起に取り組ん

あるあいさつなど徹底して社

いる︒私たち旅行業のフロン

食べなくてもいいのではない
とが必要となる︒観光地︑食

仕組み作りの面な

を高めていくことが重要だ︒

かという話になっているが︑
材︑お酒も含めて︑旅館を中

どは一緒にできるだろう︒Ｊ

費額

必要になってきている︒

旅館文化としての料理をもう

いものか︒５社旅連会長会な

標に対して︑旅行業界として

トについても︑ＣＳの基本で

一度しっかりと見つめ直すと

どの場でもいい︒政府が推進

ＡＴＡの国内委員会では観光

それにはシステムが不可欠で

観光庁もでき新しい時

立国推進基本計画の国内観光

吉川

代に入った︒共通して取り組

する観光圏形成と連携して︑

そういう意味で観

皆で地域を盛り上げられる︒

田川

めることがあるのでは︒
光庁に期待している︒私たち
た︒既にデスティネーション

旅行業にも国の窓口ができ
キャンペーン︵ＤＣ︶
は運輸︑
旅行業界が一体となって展開
しているが︑ＪＡＴＡとか旅

旅行業ほど︑﹁競

ＪＲの 話 に な る
と協調するところがあった︒

が︑私鉄とは競争するところ

丸尾

ているだろう︒

いう仕掛けをするかに期待し

７泊の４泊化に向け皆でどう

も︑旅行業界が国内宿泊２・

種は少ない︒本保観光庁長官

争と協働﹂が並列している業

田川

表したところだ︒

的な施策をまとめ昨年末に発

関係機関が取り組むべき具体

まず︑移動を増やす
雰囲気作りが大事だ

３
０

近鉄と一緒に奈良キャンペー

１
０

行業独自のＤＣのようなもの
を実現する方向へ皆が向けな

田川氏

０
０

環境を整備していくという方

丸尾氏

ゲートで立ち上げているウェ

１
１

ネス化を今年完成させること

も注目している︒

!
!

だ︒これは観光圏とも関連が

１
６
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短期的に回収するようにさせ

期にいただく︑つまり債権を
全体の経営環境が厳しくなっ

内的要因が重なり︑旅行業界

だ︒経営上では諸々の外的︑

それは全く同感

く必要があると考えている︒

足のついた事業運営をしてい

ちながら将来を見据え︑地に

って言えば︑一定の余裕を持

しれない︒

り方を検討するのも一案かも

システム面での共同体制のと

れぞれ会社の体質も違うが︑

を進めなければならない︒そ

銀行のように﹁共有と競争﹂

有化した方がいい︒かつての

から︑共有化できるならば共

してきた︒当社

大きくなり︑仕組みも複雑化

えるだろう︒今後業界再編の

変化など構造改革の時期を迎

各事業の専門体

い組織にして︑

イアンスはたくさん起きるか

いるが︑国内︑海外ともアラ

けてロードマップを議論して

ない︒
ちょうど︑
１００年に向

可能性はゼロでは

制︑責任体制を

もしれないという前提のもと

田川

で︑組織の機動

勤まらない︒会社の置かれて

行業は明るく︑元気でないと

く元気に取り組んでいる︒旅

楽観的なように︑社員も明る

私の性格が明るく

な課題で︑球団や遊園地を売

利子負債を減らすことが重要

持っている︒当時の近鉄は有

らいまで立ち直らせた経験を

に立ち上げることができるぐ

で押し戻し︑新規事業を次々

てしまう︒体勢を土俵中央ま

とかしなければならないのと

に戻すのと︑今のフローを何

川社長と意見が同じだ︒旅行

に﹂ということについては吉

している︒

力ともいえる現場の力を強化

い戻し︑子会社化した︒当社

ムを︑昨年８月近鉄が株を買

ＫＮＴの

で話している︒

強くすること

ても分かりやす

可能性は︒

丸尾

吉川

では外部から見

吉川

どうってことない

どうってことないと︒

吉川
ている一方で︑会社の組織は

私も近鉄時代に︑
るだけでも利益改善になる︒

吉川
バブルがはじけて保有してい
ということはないが︑大きな

厳しい環境下で︑社員

のモチベーションはどうか︒
不良資産を抱えてそれをもと

旅行業はますます業態

た不動産の価値が大きく下が

で腰を浮かせたら土俵を割っ

いる状況は非常に厳しいが︑
却するなど︑多くの施策を講

業は︑とにかく人材だと考え

は︒

吉川

確かに鉄道はアセ

ている︒人材こそが会社の宝

は本当に単年度で業績をつく

けるのは単年度だが︑旅行業

財務的に評価をう

考えていたことだ︒

る︒これは私が近鉄時代から

果を出していくか検討してい

より︑どういったシナジー効

とクラブツーリズムの提携に

トップが後ろに退
不良資産自体あまりないし︑

まだＫＮＴはじめ旅行業は
これは旅行業の強

る仕事がたくさんある︒

回収できるのに３〜５年かか

丸尾

れる業種なのか︒何かを投資

クラブツーリズ

Ｔから分離した

ＫＮ

ーとの合併など

場合は︑クラツ

トップの前向きで上を向いて
じて危機を切り抜けた︒ＫＮ
では違う︒

田川

進む姿勢こそが最前線で活躍
Ｔも 大 変 厳 し い 状 況 に あ る

だ︒
それをどうやって育て︑
ど

しても生産財ではないから︑

吉川

している社員にも活力や元気
が︑この経験を生かしたい︒

うやってさまざまな形で生か

田川

を与えることになると信じて
ットの世界だが︑旅行業はフ

して行くか︑それが会社を左

有利子負債も借入金も少な

右する大きな要素だと考えて

田川

いてしまえば︑モチベーショ

いる︒
ただ︑
人材育成には時間

長と私は︑以前のＫＮＴと日
旅の合併話の時に知り合っ
た︒

当社もバブル崩壊からの

いか︒
年間は︑まさに﹁空白の

年

間﹂だった︒ようやくこの２

年くらいで少しこういう話が
できるようになった︒各社も
おそらく同様で︑こういう協
調の雰囲気になってきたのは
環境も一因だ︒観光立国推進
基本法ができ︑観光庁︑そし
て共通認識としての５つの目
標ができて︑方針が決まった
ことが大きい︒また観光地で
﹁インバウンド要りません﹂
と言われても︑旅行会社とし
て地域に対してその必要性を

明確な目標があれ

訴えられるようになったこと

丸尾

も大きい︒
ば︑みんなそちらに向かうこ

そして社長が同時

年は文字通りの﹁観光

確かに観光庁ができ

とができる︒
て︑

元年﹂だ︒

田川

に変わったので︑未来につい
て語り合えることができるよ

吉川

同じ環境下で就任

うになったのではないか︒
した新社長だから︒１〜２年
前に就任した社長がいればだ

いまはまだ白紙の

いぶ雰囲気が違うかも分から

田川

ない︒
状態だが︑これからわれわれ
それぞれの会社が相当に揺れ

いう意味でも

年というのは

は新しいページを作る︒そう
る︒こういうことはトップ同

非常に大きい︒

やはり時期的に︑

合併といえば︑実は丸尾社

ローの世界だ︒

ンは下がる︒国鉄改革でもそ

みかもしれない︒旅行を売る

これからこの業界の一番重

という意識と同時に代金を早

荷になるのはシステムだ︒だ

い︒近鉄の当時のコトを思え

がかかる︒
今︑
事業運営にあま

今までそういうことが

ば︑まだまだ︒

り余裕はないが︑将来に向か

できなかったというのはなぜ

ういった経験がある︒だから

では︑また合併のよう

丸尾
動いた時期だったからではな

田川

１
０
１
０

絶対に後ろ向きではだめだ︒

な話が浮かび上がる可能性も
それはなんとも︒

か︒

吉川

否定できない︒
ただ新しい中期経営計画に
は︑Ｍ＆Ａや提携を積極的に
本当に何が起こる

進める方針を織り込んだ︒

丸尾

か分からないし︑合併などい
ろんな可能性がある︒だから
こそまずは自社内をきっちり
構築しないとできるものもで
きない︒﹁助けてくれ﹂とい
うようなつながり方ではだめ
だ︒﹁うちはこうするけど︑
同じ価値観で︑連携されるな
より大きな機能を

らどうぞ﹂くらいでないと︒

田川

実現できるならば合併すべき
だし︑マーケットも消費者も
現場というのは先行してい

業界も認めてくれる︒
ても︑﹁旅を売る﹂という点
でやっていることは同じだと
いうことをよく認識すべき
だ︒経営側の方は︑歴史や規
模の論理から違いはあるが︑
現場は会社の規模は違って
も︑やっていることはみな同
じ︒一緒にやれることを見極
旅行会社同士協働

める必要がある︒

吉川

緊急事態になった

も必要だし︑切磋琢磨も必要
だ︒

田川

田川

新しいページを作る
逆風だから頑張れる
士で決めればいい︒

０
９

ら︑すばやく集まって行動す

０
９

丸尾

いる︒

﹁共有と競争﹂進める
シナジー効果を検討

﹁明 る く﹂﹁前 向 き

り大変だった︒しかし︑そこ

丸尾

私のところは分社

横断的な研修︑教育体系を作

ーシティという︑グループの

とは社員教育︒ＪＴＢユニバ

﹁どう成長させるか﹂だ︒あ

中期経営計画のキーワードも

ンは今高い︒来年から始まる

田川
化したことで︑モチベーショ

!
!

﹁皆が明るく元気に﹂
人材こそが会社の宝

り︑次世代のビジネスリーダ
ＫＮＴは︒

ー育成を図っている︒

吉川

!
!

!
!
!
!
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旅行業３社トップ鼎談（９面から続く）

に観光元年にふさわしい︒

目標に向けまい進する︒まさ

３社の社長が連携し︑
理解などの面で観光が持つ大

セクターだ︒世界平和︑相互

きなウエートを占める重要な
った︒これも１つの自信だ︒

を打てるとも言えるようにな

われわれが不況に対して対策
戦争時に︑英国観光大臣が来

ていってほしい︒かつて湾岸

的流通は国が作る﹂と発信し

の設立だ︒その意味で産業界

速の中で明るい話題は観光庁

ここまでの景気減

全体が︑海外にそういうこと

しれない︒観光庁を始め業界

とはこういう国を指すのかも

されたことがあった︒先進国

日し︑観光プロモーションを

丸尾

も含めて結束して観光に取り

きな力を示さなければならな
昔から旅行という
組むという︑希望の持てる年

逆風が吹いている

のは︑景気が悪くなるとその

丸尾

影響が半年遅れできていた
を発信していかなければなら

になって頑張れる︒

田川

すべきだ︒宿泊施設にすれば︑
りの内容での契約をすすめ

期を迎えたが︑ほぼ従来どお

化はない︒１月に契約更改時

今までの姿勢に変

スになって︑まさに４者がウ

れるお客さまにとってもプラ

の魅力創出という意味では訪

もプラスになる︒そして地域

ラスになり︑さらには地域に

吉川

い︒

確かに観光庁は国
にしていかねばならない︒

からこそ︑事業者も国も一緒

と事業者との情報共有がいい
が︑最近はほとんどパラレル

を引き出せているのではない

ない︒

で動いている︒逆にいえば︑

るまでにまだ何年か要する︒

本保長官には﹁人

意味で実現している︒観光は

年という流れでは考えてい
かと考えている︒結果として︑

いろいろあるチャネルにどう
た︒在庫買い取りの話につい

われわれと日旅連︑双方がプ

在庫を出すかを決めるのは大

ＫＮＴの場合は︒

段階を踏むことが必要だ︒

変なことだ︒取引在庫につい
インの関係となる︒最終的に

吉川

旅連に対する基本的な
ては従来通り考えていない︒

における誘客活動の推進役と

ては︑企画商品としてブラン

して活動してもらえることを

姿勢︑付き合い方は新社長に

り売るということが︑私が一
期待しているし︑お互い同じ

はそこを目指したい︒そうい

貫して言っている﹁前向き﹂
目線を持ったパートナーとし

う意味でも︑日旅連には地域

な姿勢であり︑何が何でも売
て︑さらなる連携を深め︑地

販売チャネルを増やして︑お

り切っていく︒旅館ホテルと

預かりしている客室をしっか

基本的には変わら

当社がウインウインの関係と

ドを付けて﹁売りたい在庫﹂

田川
ないが︑質的拡大はある︒旅
百話を全都道府県でしっかり

造って︑地域会社の社長と旅

ホ連の各支部長︑連合会長が

田川

要望は︒
昔か

旅館への

していきたい︒

の活性化に貢献

を通じて︑地域

域の観光素材の発掘︑商品化

田川
吉川

が︑滞在時間を

ら言っている

旅館は収益が上がらない︒旅

丸尾

館での過ごし方を示してほし

増やさない限り
力︑販売力を一層高めていく

い︒自館だけでできないとこ

ことが必須であると考えてい

ろは地域ライフへの取り組み

を︑責任を持って仕入れれば
る︒そのためには中身で勝負

よい︒ただその仕組みができ
できる︑お客さまにも旅館・

を︒あとは宿泊する仕組みづ

ローバルスタンダードが出て

ホテルさんにも貢献できる商

くり︒魅力的な観光素材があ

観光誘客と活性化に共同で取

各委員会を立ち上げ︑地域の

光素材研究︑訪日誘致推進の

３年間日旅連に観

食文化に絡んだ体験なども整

化も重要になってくるので︑

作ってほしい︒その中で食文

うものを地域や︑旅館の中に

いと思うようになる︒そうい

費する時間があれば宿泊した

り︑６〜８時間程度滞在し消

り組んできている︒これらの

理してほしい︒

日旅は︒

委員会の場では︑当社と日旅

ド向けモデルコースを作ると

ては着地型商品やインバウン

ころを出し合い︑場合によっ

お互いのいいところ︑悪いと

展開方法を決めている︒また︑

する︒素材をたくさん地域か

が持つ立派な素材をアピール

も価値ある素材︒地域や旅館

長を表に出してほしい︒それ

ところの食を見直して︑調理

宿泊の施設はもう一度自分の

また食については︑日本の

いった具体的な活動をしてき

ら示してもらって︑旅行業が

積極的なアピールがますます

まずは地元からの
必要となるだろう︒

吉川

宣伝する︒
の手法に一石を投じた形とな

各地域における観

とが必要だ︒

成功事例を積み上げていくこ

い︒まずはこういうところで︑

た考えを生かしてもらいた

光圏の取り組みにもそういっ

丸尾

り︑着地の能動的な誘客活動

り手だけの論理で進める従来

こうしたやり方により︑送

ている︒

り組みの方向や具体的な商品

連の両者で議論しながら︑取

丸尾

品を作っていく︒

くるはずなので︑３年︑５年︑

新たなビジネス模索
とにかく
﹁売り切る﹂
４つのウインめざす

連携をとっていく形にかなり
今後︑手数料

なってきた︒
ビジネスだけで

なく︑取引の中
で新しいビジネ

スをする形もあ

るだろう︒イン
バウンド関連な

どで︑今後必ず
契約に関するグ

な る た め に はＫＮＴの 企 画

なっても変わらないか︒

取引在庫と一般在庫の整理を

あとは在庫問題︒そろそろ

かなければならない︒

１
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田川

これからの日本経済の中で大
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