に生き残っていくために１人

界の現状を理解し︑次の時代

の社員が非常に厳しい旅行業

１年経ってようやく︑全国

ようと訴えてきた︒

で何をやっていくのかを考え

リーダーシップは非常に大切

組織は大きく変わる︒やはり

ーダーのあり方で会社などの

では黒字化はできないが︑リ

している︒もちろん社長１人

ものだろうと非常に高く評価

ふれるこの１年の働きによる

は︑石川社長の若さと活力あ

か︑全国の団体のお客さまに

ように評価してくれている

の取り組みをお客さまがどの

昨年末にはこのような当社

だ︒

たり前のことを凝縮したもの

業という商売に求められる当

さまに接します﹂など︑旅行

件配ったうち５割を超える回

ひとりがどんなことをやれば

答をいただいた︒クレドに沿

いいのかを共通して話せる状
今後どういう特徴を持

アンケートを採った︒約１万

ったトップツアーを作ってい

だ︒

ら目標に向かえるような状況

況︑同じ価値観を共有しなが
になってきたと感じている︒

った質問に５点満点で評価し

いる︒旅行会社として生き残

上にスピード感が求められて

していなかったので︑より以

丸となって取り組んでいる︒

ワンの会社﹂を目指そうと一

から︑﹁顧客満足度ナンバー

なることだ︒そのために昨年

客さまに選ばれる旅行会社に

がある︒一番重要なことはお

下で何とか業績を維持するこ

良かった︒昨年の厳しい状況

に出し共有したことは非常に

っていたことをきちんと言葉

となく﹁やらなくては﹂と思

も高かった︒

４・５点と想像していたより

ていただいた結果︑平均点は

るためにはここ１︑２年が勝

さらに﹁顧客満足度とは何か﹂

とができたのは︑社員がお客

それは確固たるもの

負ではないか︒

ということを議論するために

さまの満足度を考え行動した

石川

こうと考えているか︒

ただ１００年に一度といわ

年︒トップツアーを旅連の会

顧客満足度向上委員会を立ち

れるような厳しい不況は予想

長としてどう見ているか︒

上げ︑さまざまな層の方にど

からだろう︒

境は︑インターネットの普及

個人旅行市場を取り巻く環

問題は解決できない︒

じめに努力しているだけでは

が厳しい状況を認識したうえ

過去にこだわらず︑社員全員

争が激化している︒そのため

和などの影響もあって価格競

変化した︒それに加え規制緩

対する知識の高まりで大きく

況はどうだったか︑また今年

う実績を出すことができたの

難しい時期に会社が黒字とい

たのではないか︒こういった

と実行力で乗り切ってこられ

常に大きな苦労と大きな決断

そんな中︑石川社長は︑非

る︒

昨年の宿泊券の販売状

旅ホ連会員も私も感じてい

旅館として経営する難しさを

の社員に任せたい﹂と思って

ねるか︑またお客さまが﹁こ

れず誠意と熱意を持ってお客

たちは常に感謝の気持ちを忘

国の支店で唱和している︒﹁私

身に着けて実践するため︑全

社の行動指針５カ条を全員が

したもので︑ここに記した当

社員が常に携帯できるように

を作った︒カードサイズで全

識を共有しようと﹁クレド﹂

その中で︑全国の社員が意

小しているので︑逆に今度は

ジネスは当社の場合すでに縮

な形だ︒

の寄付にご協力いただくよう

旅行参加者から︑ワクチン分

ている︒賛同していただいた

まにご協力いただく形を考え

する形と︑もう１つはお客さ

だ︒当社の収益の一部を寄付

途上国にワクチンを送る方針

して考えている︒今年は発展

社的な１つの大きなテーマと

ここ数年︑特にこの１

によるお客さまの旅行購入手

多くのシェアを取るという面

その延長上で社会貢献も全

これまで社員それぞれが何

年の間︑１００年近い歴史を

うすれば選ばれるのかを検討

伴 会 長 は 就 任 し て３

持つ老舗優良旅館といわれた

してきた︒

った︒旅行業界を取り巻く環
段の変化とお客さまの旅行に

から︑利益追求と同時に拡販︑

やはり大変な１年だ

振り返ってどうだったか︒
石川

ネスモデルが世の中の流れと
少しずれた状況になっている

え︑まず業界と会社がどうい

った︒各連合会の皆さんから

部で９カ所を訪問させてもら

長として北海道を皮切りに全

地域において送客が減少し︑

る︒しかし個人旅行では一部

社をしのぐような勢いがあ

して︑団体旅行においては他

教育旅行などは非常に善戦

ではないか︒

く伸びてくれば達成できるの

較的好調なウェブ販売が大き

す︒なんとか達成したい︒比

た︒今年は４００億円を目指

で︑若干目標に到達しなかっ

らば個人旅行事業を縮小した

弱みは２年くらい前までな

的に追いかけなければならな

なる︒これは会社として永続

て信頼していただけるように

化を持てるようになって初め

ったお客さまを大切にする文

はないが︑会社としてそうい

が求められる︒簡単なことで

るのは︑将来に対する不安感

しどの地域の会員にも共通す

常にいいところもある︒しか

況下で悪いところもあれば非

伴

みは︒

だ︒

ものに取り組んでいく考え

ネスでも他社とちょっと違う

ていきたい︒ネット上のビジ

とかねてより思っていた︒そ

った現状にあるのかを社員と

トップツアーまたは旅ホ連に

昨年までは会員もみな心配し

ことが弱みと言っただろう︒

る︒赤字体質の旅館を黒字の

境が目まぐるしく変わるなか

旅ホ連では石川社長を

個人旅行を強みとして伸ばし

伴

ところが次々破たんしてい

で︑昔からの旅行会社のビジ

トップとした一連の取り組み

くださるような社員になるか

﹁個人﹂強化に期待
旅連の課題は
非常事態への対応

のズレになるべく早く対応

の目標は︒

社長就任から約１年︑

し︑お客さまに選んでもらえ

営業の拡大を要望する会員も

一緒に見つめ直し理解するこ

対して何を望んでいるのかと

ていたという経緯がある︒し

やはり団体だけに特化した会

昨 年 は３９０億 円

とに取り組んだ︒

いう話を聞く機会もあり︑な

かしここにきて個人旅行販売

く渉外営業を中心とした団体

石川

旅行業界が追い風だった１

かには細部にわたる要望も出

を再度強化する方針が打ち出

旅行などの営業マンが関わっ

強みはいうまでもな

うとらえているのか︒
石川

全国を回ってみると地
域に温度差があって︑この不

だ︒旅連としてはこの非常事
いと考えており︑今回の不景

態に対応していかねばならな
気への対応として何を会社に

社というと︑一般のお客さま
うしても知名度が下がる︒し

申し上げていくかを整理して

に対する露出が減るため︑ど
かしインターネットを介して

いく必要があると考えてい

ている旅行ビジネスだ︒団体
トラベル・マネジメント︶と

お客さまが旅行を購入するよ

る︒

以外にもＢＴＭ︵ビジネス・
期待している︒

いわれるような出張系のビジ

うになった現在︑一番あおり

いでいるので︑会員は非常に

多かったように感じる︒

９９０年ころまでは︑その中

てきたが︑黒字化は経営者の

され︑ウェブ販売戦略や法人

総会に先立ち旅連の会

でまじめに仕事をしていれば

最大の目標である以上︑おお

内顧客への販売強化に力を注

いけるような取り組みをと考

業績が付いてきた︒ところが

むね今回の業績に関してはみ

今年の旅ホ連の取り組

年代の後半くらいから業況

な評価をしている︒
ただ総合旅行会社として︑

いテーマだ︒

は悪くなり︑特に近年は既存

名だたる旅行会社の中でより

会社の強みと弱みをど

の旅行会社に対して︑極めて
アゲンストな状況となってい

ネスもあるが︑それらの中で

を受けているカウンター型ビ

４００

る︒このような状況下ではま

社員がいかに旅行業のプロと

No.1

︵４面に続く︶
して自分自身の知識を積み重

顧客満足 目指す
宿泊券目標 億
ウェブ販売に力を

石川 邦大社長

伴

をどう見ていたのか︒

伴 久一会長

る旅行会社として生き残って

トップツアー協定旅館ホテル連盟
トップツアー
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０

第２５１０号
第３種郵便物認可

聞
新
済
経
光
観
刊
週

２００９年（平成２１年）
４月１１日（土曜日）
（３）

トップツアーは石川体制になって１年が経過した。
旅行を取り巻く環境は昨年秋以降、急激に悪化したが、
それでも０
８年１
２月期決算は黒字を確保した。厳しい環
境の中で、トップツアーと協定旅館ホテル連盟はどう
かじ取りをしていくのか、１
４日の旅ホ連総会（東京・
九段会館）を前に、石川邦大社長と旅ホ連の伴久一会
長に語っていただいた。司会は江口恒明本社社長
（トップツアー本社で）

具体的には︒

をきっちり区別し︑われわれ
していく取り組みが何よりも

の会員施設を求める層を増や
必要だ︒

また業界の中では︑低

料金の宿泊施設チェーンが台
さんには自分の施設に合った

っていきたい︒その中で会員

密にコミュニケーションをと

れば︑大きく伸ばせる︒より

熱心なファンだという会員を

だからこそ︑トップツアーの

なければやめていく時代だ︒

も︑加入しているメリットが

し︑コミッションの件も含め

今はいろいろな勉強会を通

とができない︒

旅行会社として生きていくこ

のだ︒

そういう関係は他社にない非

旅ホ連として会社には

トップツアーという名前をも

伴

っと高い位置に持っていくよ

受け止めている﹂

ていこうという時に協力し甲

本当に風通しがいい︒それは

音で話すことができている︒

多くの課題をかかえている︒

いことだが︑今の旅館業界は

石川社長は︑﹃良いとこ した個人市場に対する接 た﹂

タンスでは﹁トップツアーな

のがあったが︑今はそんなス

送客する側とされる側という

は大きく変わってきた︒昔は

界関連機関や行政に対し提言

イデア︑要望をお受けし︑業

ップツアー旅ホ連はこれらア

組むことも必要であろう︒ト

には業界が一致結束して取り

解決すべきこともあるが︑時

今︑インターネットの普 を全国的に推進し︑また︑
なぜ個人旅行の拡 及とともに個人旅行市場 マーケティングから数値
た︒１月には当社として

﹁まずはウェブでの販

は思い切って変える﹄と の影響は少なかったよう 大を狙うのか︒競争は厳 に対する取り組みを変え 管理まで行う﹂

東急観光時代は慢 ろは残し︑変えるところ 触面が狭かった分︑不況
性的な赤字だった︒

年だ いうスタンスであり︑適 だ︒当社は団体旅行を中 しいと思うが︒
た︒

億円以上の赤字を が︑そこは我々がしっか ＣＥ関係の取り扱いを得 を見ても︑団体のパイは 行事業部を設立︑本格的 スに対する働きかけを強

年前の金融危機の 社員に遠慮もあるだろう や自治体︵公務︶︑ＭＩ 個人旅行だからだ︒市場 販売に責任を持つ個人旅 テンツを充実させて︑マ

﹁伸びしろがあるのは 初めて︑全社の個人旅行 売に勝負をかける︒コン
時は

が︑確かに赤字体質だっ 任だと思う︒年上の幹部 心に︑いわゆる教育旅行

﹁独立したのは

０
４

伴
頭してきているが︑そこで提

社に対して会員の考えをもっ

てお互いに比較的本音で今後

と話していただければ︑﹁ト

の方針を話し合えている︒会

現在会員が１７００軒近く

ップツアーと付き合って良か

増やせるような取り組みが求

あるわけだが︑会員の中でも

った﹂と言ってもらえるよう

められる︒

温度差がある︒トップツアー

な取り組みができていくはず

当社の企画を選び取って参画

に非常に大きな期待を寄せて

していただきたい︒

いる会員と︑会員であればい

伴

だ︒

今回︑経済危機に対する緊

これまでもいろいろ要望して
いという会員もいる︒このう

話をよく聞き入れ︑こちらの

急対策として︑本部会長特命

きているが︑トップツアーの
ち非常に多くの期待を寄せて

立場も考えて実行してくれて

供されているサービス内容に

と考えている︒訪日旅行の扱
ブランド力の強化という面を
いる協力施設に対してはそれ

いる︒一方︑会員も協力的だ︒

ある程度満足している利用者

いについては︑支払いや予約
ぜひお願いしたい︒われわれ

だけのお客さまを届けるとい

会長の立場から︑会社

きたいかというビジョンは異
面での不安︑サービス方法な
旅館でも年間を通して新聞広

うことをぜひお願いしたいも

への要望は︒

なる︒旅ホ連と一緒に考えな
どの心配もある︒こういった
告などを使い知名度を上げる

旅行ビジネス
サプライヤーの
協力あってこそ

に望まれる︑トップツアーと
がらどうやったら各分野の課
ことについても意見を交換し
努力をしている︒会社にも︑

委員会を設け不況対策チーム

して他社とは違いのある商品
題を克服し伸ばしていけるの
ながら取り組めば伸ばせるだ

を立ち上げた︒値段を安くと

を造り︑販売面でも工夫して
かを考えていきたい︒トップ
ろう︒

層の存在は無視できない︒そ

いかなければならないから
ツアーの旅連に入っていて良

ういった層と旅ホ連会員の施

だ︒
かったと感じてもらうことが

いうことではなく︑お客さま

また多様化する価値観に対
会員にはさまざまな施設が

役員の方もわれわれの

応できるよう︑各施設の得意
あるので︑当社がどういった
うな取り組みをしていただき

常にいい関係︒これから伸び

社長から旅連会員に対
分野に取り組むかでお付き合

色を生かした新しい旅行形態
するメッセージをいただきた
トップツアーと絆の深

私と社長ばかりではなく他の

最後に会社とは直接関係な

斐がある︒

い会員をしっかり育てるため

石川社長とはかなり本

の取り組みが求められるので

伴

し合えているのか︒

に対応した商品を造り上げて
たい︒

める施設は違う状況の中で︑

客さまの世代や層によって求

いの仕方も変わってくる︒お
当社は旅ホ連会員と

い︒

当社が取り組む企画が施設の

ともに進んでいくが︑やはり

中でも新しい宿泊需要を創出

何でもできるわけではない︒

旅ホ連役員も同じ認識だと思

特色や取り組もうとされてい

んていらないよ﹂と言われて

として届けることも使命の１

な課題だ︒個々の企業努力で

当然︒旅行会社はサプライヤ

旅館と会社との関係

ーの方の協力あってこそのビ

﹁部の下に全国営業推

つと考えている︒

よっては確実に伸びる︒

ジネスである︒できなければ

石川

はないか︒

だからこそ︑できることを明

どの会社の旅ホ連で

するための環境づくりは重要

伴

う︒

る分野とうまくマッチングす

対策チームを設置

会長特命の不況

経済危機対応へ

確にしながら︑お互いがウイ

石川

いくためのニューツーリズム

旅ホ連との取り組み

・チ ー ム も 同 時 に 立 ち 上 げ
た︒
は︒
３年前から各施設と

だ︒また以前に比べ団体を扱

ン・ウインの関係になれるよ

石川

っている会社が少なくなって

当社の関係をどうやって前向

くつかのテーマを設け︑旅ホ
いる点も追い風なので︑この

当社は団体が比較的好調

連会員と会社がテーマに沿っ
分野で特に伸ばしていきた

うなことに取り組んでいく︒

て意見を交換している︒会員
い︒個人旅行︑訪日旅行につ

きに変えていくかについて会

施設は施設の形態や規模によ

議を行っている︒その中でい

り︑どういったお客さまを今
いては︑まさに﹁二人三脚﹂

﹁昨年後半から局面が をカバーした格好だ﹂

﹁昨季の団体旅行利益 当社は渉外営業を得意と 進室︑企画マーケティン
い︒ましてや変化の時代︑か不幸か︑当社は他社よ 提案によって他の大手と いうと個人旅行はおざな の各支店の販売︑ウェブ

く な け れ ば 経 営 で き な 厳しい時代になった︒幸 率・利益額は高付加価値 してきた分︑どちらかと グ課を設けた︒個人旅行

は情報に対する感性が若 ガラリと変わり︑非常に

している︒現在の旅行業

氏
伴

続的な経営改革の結果と 古い考えは通用しない︒ りも不特定多数を対象に 肩 を 並 べ る こ と が で き りだった︵笑︶︒しかし 販売︑提携販売のすべて

に聞く

後自分の施設の顧客にしてい

祐一

会社と旅連は本音で話

非常に大切だ︒

石川氏

分野やロケーションなどの特

設にいらっしゃるお客さまと

水村
執行役員
旅行業務本部長

団体が個人の落ち込みカバー

月

具体的には︒

どんな組織か︒

今の旅行環境をど 需要のあるこれらが結果 多数を対象にする個人旅 制を整えた﹂

い︒一度は行ってみるべ

んの話はとてもおもしろ

独自の展開を目指す﹂

外営業の強みを生かした

出したこともある︒社員 りとサポートしていく﹂ 意としており︑安定した そう増えないが︑不特定 に個人旅行に取り組む体 化するのはもちろん︑渉
も心のどこかに﹃東急が

的に個人旅行の落ち込み 行の商売は︑やりように
だ﹂

﹁時代の要請に合った きだ﹄という人間力の発
団体・グループの送客の 信︒何でもいい︑何かし
ほか︑当社の持ち味であ ら特徴を持った施設にな
人旅行の販売と︑ウェブ

﹁これは理想だが︑い
旅ホ連との関係に を活用した新しい施策を くつかの旅ホ連と旅行会

社にはそうした社員がい れる業者をめざす﹂

団体旅行について 知識が必要で︑幸い︑当 と言われるような︑選ば る渉外営業を生かした個 ってほしい﹂

旅館はヒューマンな部分大切

宗教を団体の柱の１つに

何 と か し て く れ る だ ろ う見ているか︒
う﹄という気持ちがなか
ったとは言い切れない︒
ち

それが独立によって︑自
ぶ

分の食い扶持は自分で何
とかしなければならない
という立場に置かれ︑社
員の意識も大きく変わっ

﹁さらに磨きをかける︒る︒これら社員の知識︑

た︒同時にさまざまな分 は︒
﹁営業損益は４億７４ これで６年連続で黒字を 野 で 改 革 を 進 め て き た

個人旅行開拓へ体制整備
年

５
０１
０

!
!
先ごろ︑

１
２

３面から
続
く

︵聞き手・内井高弘︑小林茉莉︶

景気低迷の影響を受け冷え込む旅行市
場︒手をこまねいていては展望は開けない︒
トップツアーはこの閉塞状況をどう打破す
るのか︒キーパーソンである水村祐一執行
役員旅行業務本部長︑山上光裕国内旅行部
長︑安原弘文個人旅行事業部事業部長の３
氏に話を聞いた︒

も納得感のある結果を出 ば﹃日本遺産１００選﹄
の選定といった日本の魅
旅館に望むことは 力を発信するキャンペー

﹁全国に旅行業者が１ していく﹂

で需要創造を行うのも国

社に満た 何だろう︒アドバイスを ンを展開︑我々自身の手

﹁旅行の個人・小グル 万社以上ある中で︑旅ホ
教に着目︒昨年７月には ープ化という大きな流れ 連を持つのは

﹁これからはヒューマ 内旅行活性化の１つの手
すでに大型団体の受注も しい時代の新しい団体旅 ェブビジネスの伸長によ ンなところに焦点を当て 段になり得るのではない

あり︑バックもしっかり 限られている︒専門的な に任せておけば大丈夫﹄ 手だてを打っていく考え ﹃あそこの旅館の女将さ

ずほ証券系ということも 関係を扱える旅行業者は を付け︑﹃トップツアー 当社なりの求心力向上の れは貴重な観光資源だ︒ るのではないだろうか﹂

パル・ファイナンスはみ 点を設ける考えだ︒宗教 なりたい︒企画・提案力 度は低下しつつあるが︑ う︒例えば女将さん︒こ も検討する時期に来てい

﹁ポラリス・プリンシ ある︒いずれは全国に拠 行を扱える貴重な業者と り︑施設の旅行会社依存 た営業戦略が必要だと思 か︒そろそろそんなこと

出た？

社長の就任も良い方向に を設け︑体制を整えた︒ る業者が減っている︒新 重く受け止めている︒ウ

株主の交代︑若い 本社内に﹃団参センター﹄の中で︑団体旅行を扱え ない︒そのことの意味を いただきたい︒

表れている﹂

１
０

くなったのがこの数字に の安定した柱として︑宗

な体質になり︑無駄がな などがあるが︑もう１つ 人材を育成する﹂

よりも速かった︒筋肉質 行︑公務︵自治体関係︶ し︑社員教育に生かし︑ か︒

期の決算が発表された︒ ００万円の黒字となり︑ 計上したことになる︒継 が︑そのスピードは他社 団体は一般団体︑教育旅 ノウハウをマニュアル化 ついてはどう考えている 展開し︑施設の皆さまに 社が一緒になって︑例え

０
８

（４）

２００９年（平成２１年）
４月１１日（土曜日）

聞
新
済
経
光
観
刊
週
第３種郵便物認可

第２５１０号

