宿泊予約におけるネットエージェントの存在感は日を
追うごとに増している︒その最右翼である楽天トラベル
の会長を務める楽天の三木谷浩史会長兼社長と全旅連の
佐藤信幸会長が﹁地域活性化と観光振興﹂をテーマに対

う︒

談した︒︵東京のホテルオークラ東京で︶

旅館・ホテルの現状に

られてしまう︒
チェックイン︑チェックア
行ったのだが︑子どもはとて

三木谷 団体客のボリュー りが行われていた︒子どもと
ムが落ちているようだ︒
泊すること自体の魅力をもっ

るものと︑宿泊しなければ享

それから日帰りで享受でき
のがあり︑お客さまもそれを

いう身近なふれあいというも

はないかもしれないが︑そう

違い︑派手なアクティビティ

日本はハワイやグアムとは

佐藤 いずれにしても︑宿 も喜んでいた︒

時ぐらいに着いて朝９時ごろ
と増やすことだ︒

ウトの時間も︑以前は夕方４
お帰りになるというパターン
て︑翌日も昼までいたいとい
受できないものがあると思

だったが︑今では昼ごろ着い
うご要望がある︒お客さまの
求めて来ると思う︒

あらゆる客層に合わせた対

旅館ホテル業界と
共存共栄の関係を
楽天トラベル岡武社長

貢献しようという時︑業
界の皆さまとの連携こ
そ︑最も重要なものであ
ることを強く感じており
今後︑業界の発展のた

対談の冒頭︑楽天トラ ます︒
ベルの岡武公士社長があ

◇

らに協調をして︑共存共

いただきながら︑両者さ

いさつした︒以下はその めにいろいろとご指導を
全文︒

今回は全旅連会長の佐 栄の関係を目指していけ
谷との対談の機会をいた

おかげさまで︑新契約

ッパを４カ月かけてひとり旅

藤様と︑弊社会長の三木 ればと考えております︒

魅力というものを発掘し︑育

ましたマーケティング投

から

月

％の成長
の中︑ついにはこの

県にも数えきれないほどの祭 ことがある︒旅先では︑そん

して実施をすることが理 規模までになりました︒

開催する市町村からでしか紹

天トラベルでは︑﹁まち楽﹂

三木谷 今︑楽天市場と楽

ざいました︒

果たせなかった経緯がご のお力添えによるものと

実際にはそれが十分には とする業界関係の皆さま

すこの業界にコミット

ネット予約が今後の旅

しかし私どもがますま す︒

心より感謝申し上げま

﹁旅頃﹂というサイトを展開
している︒地域ならではの商

自分が行った目的地で︑急
に時間が空いたから何か見た

これまではファッションや

品や︑地域限定のお得なツア

食品を軸に商品展開していた

いますので︑どうぞよろ

い︑近くの町で何かイベント
調べてもなかなか分からな

が︑例えば百貨店で開かれる

しくお願い申し上げま

ある今︑本日はこれから

し︑しっかり根を張って 行消費の主力となりつつ

い︒後でニュースで知って︑

地方の物産展では︑山形県な

ーを集めたものだ︒

﹁あの時︑行けばよかった﹂

らさくらんぼ︑米沢牛︑地酒

と︑県の人などに相談してい

りが何とかならないものか

かわっているが︑そんな縦割

私は地元の観光協会にもか

域の人とのコミュニケーショ

いるような楽しさがあり︑地

会している︒祭りが開かれて

など︑おいしいものが一堂に

長を巻き込もうと︑ブログも

中では︑地方の知事や市町村

書き込みで分かったのは︑小

は な い か と︵笑 い︶
︒
ブログの

す︒

刈りもエンターテイメントに

ットではないか︒

持ちもいる︒魅力的なマーケ

上に行ったら︑偶然近くで祭 トを作りたかった︒サイトの

うことで大きな夢を描くこと

提供すれば︑ネットの力を使

原さんみたいになりたいので

ただ︑根本的には︑来ていた

て︑
経営が左右されるだろう︒

を濃く書いていらっしゃる︒

入れを来年１千万人︑そして

商品作りの時代に変わってく

から︑個人の嗜好に合わせた

大量製造︑大量消費の時代

ることだ︒

と︒地域力を生かし︑集客す

えるような旅館作りをするこ

だいたお客さまに喜んでもら
その先は２千万人を目指して

佐藤 外国人観光客の受け ができる︒

官民でがんばっている︒全旅
は私も私の家族も大好きだ︒

け入れられるよう︑啓蒙活動

旅館が外国人のお客さまを受

行を含めて求められてくる︒

オーダーメードの商品が︑旅

分からないが︑多少長引くと

なのか３年なのか５年なのか

三木谷 この状況は︑１年
都会のホテルもいいが︑旅館

物志向︑オンリーワンを望む

消費に関しては︑さらに本

思う︒

大量生産を否定するわけで
思う︒旅館のような施設はア えば小さな旅館や会社でも勝

三木谷 可能性は大きいと はないが︑ネットをうまく使

をしていかないといけない︒
これから日本も︑世界の人

形になるだろう︒

のが実に日本的だ︒

プライバシーもある︑という

館︑有名な旅館しかエージェ

の中でもある程度は成長して

佐藤 今 ま で は 大 き な 旅 することで︑このような環境

より差別化した商品を提供

メ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ に は な 負できる︒それに私自身も夢
というニーズは非常に強いと

ールしたいと思う︒

旅館というものを世界にアピ

のおかげで小さな旅館でも個

ないこともあったが︑ネット

という今まで球団がなかった

佐藤 楽天さんには︑東北

佐藤 そう︒もっと日本の ントやお客さまに相手にされ いけるのではないかと思う︒
んなに小さな祭りでも地元の からない︒このような人たち

うになった︒ありがたいこと

だき︑大変感謝

に２軍の本拠地を置いていた

き︑また︑私の地元の山形県

三木谷 ﹁ＲＹＯＫＡＮ﹂ 性があれば受け入れられるよ 地 域 に 球 団 を 作 っ て い た だ
という言葉が世界に定着すれ

佐藤 イ ン バ ウ ン ド は ま ばいい︒今︑アメリカでは﹁Ｏ だと思う︒

するべきだと思う︒

人 は 一 所 懸 命 取 り 組 ん で お を受け入れるために︑旅館に
しめると思う︒

力﹂というのはどこの地域も えると思う︒地元の人である

日本に１億３千万人の人が

ような祭りにあ

三木谷 都会の人は︑その
いつぶすのではなく︑大切に いろいろな嗜好がある︒その

している︒
時間が掛かっ
根付いた伝統︑そういうもの

ていない︒言葉の問題や︑予

だ︑一部の旅館しか受け入れ

らいだ︒バスタブの深いもの

ＦＵＲＯ﹂と言って通じるぐ

場で︑どう乗り切ろうと考え

が見込まれる︒それぞれの立

今年は厳しい経営環境

志に敬服する︒

ていこうとする三木谷会長の

いう新しい文化を東北に育て

佐藤

を発表する場が祭りだ︒地域

を﹁ＯＦＵＲＯ﹂と認識して

地域の魅力を守り︑
育てる
始めて

約が急にキャンセルになった

ているか︒

てもスポーツと
中にはいろいろなものを買う 泊まってみたい﹂と思っても

がいきいきと輝いている時

いる︒

佐藤 地域に

会がない︒

まりふれあう機
旅館であれば︑自分の色を

るか︑だと思う︒

人がいるものだ﹂﹁こんなも らい︑集客するか︒

時の問題がある︒﹁面倒くさ

がり︑燃料費︑食料品など︑ 館業界と長いお付き合いをし

佐藤 昨年は原油価格が上 ていくという気持ちで我々旅

旅行事業についても︑育て
いものはいらない﹂というこ

これからの経営

を︑観光客の人にも見てもら

ねぶた祭りとか秋の京都と

とになるのだろう︒

のも売れるのか﹂と驚いたこ

さらに紅葉や︑鮭の遡上な

とがある︒卵とか和服でも︑ か︑必ず売れる時期以外でも︑ いたいと思っているはずだ︒

年になるが︑﹁世の どう出して︑﹁こんな旅館に

三木谷 ネットビジネスを

い︒

して︑育てていかねばならな マイクロマッチングをどうす

う︒そういう資源を我々は食 いれば︑いろいろな人がいて︑

て作られてきたものだと思

持っていると思う︒地域力と がゆえに気付かない︑地元の

が一番輝いている時期だ︒ど 方も︑温泉の入り方もよく分

思う︒ただ︑旅館の予約の仕

ョンになる︒日本に行きたい︑ い︒コミュニティもあるが︑ を見た︒

たちの旅行のデスティネーシ

いい︒

の畳の部屋で布団で寝るのも

三木谷 旅館に泊まること 連としてもできるだけ多くの ると思う︒手作り感を持った︑

インバウンド

している︒

田植えツアーなどによく参加

なっている︒うちの子どもも

三木谷 先日︑群馬県の水 ンも感じられる︒そんなサイ 開設している︒皆さん︑東国 さい県の知事ほど地元の思い

るところだ︒

させていただきたいと思

発展について意見交換を

の旅行業界︑宿泊業界の

と悔やんだりする︒

をやっていないか︑と情報を

介されていなかったりする︒

これも全旅連をはじめ
想でありましたけれど︑

さまとよくよくご相談を ２千万人﹂泊を突破する

約の際︑事前に業界の皆 数が日本の全人口﹁１億

２００５年９月に新契 に︑ご利用のお客さまの

います︒

させていただければと思 プラス

策について一言ご説明を て︑楽天トラベルは年率

から︑私どもの新契約施 効 果 を 上 げ て お り ま し

まずははじめに私の方 資につきましては大きな

ざいます︒

だきましてありがとうご 導入の際にお約束いたし

かったが︑電車

ルを決めていな

したことがある︒スケジュー

佐藤 学生のころ︑ヨーロ

う︒旅館にもっと泊まっても

また︑団体から個人のお客 多様なご要望をかなえるため
け止め方も変わってきた︒
例えば︑玄関での送迎は︑ 応をすればするほど︑経営が

三木谷

てていかねばならない︒

佐藤 私が全旅連の青年部 さまに変わり︑サービスの受 には︑多くのコストが掛かる︒ らうためにも︑我々は地域の

ついてうかがいたい︒
長をしていた平成８年頃︑約
３万軒あった旅館組合員が︑
現在は１万８千

﹁手作りの旅﹂
求める時代に
の中で地元の人

軒ぐらいに減っ
てしまってい
ーマへ行く﹂と言ったら︑﹁や

に﹁きょう︑ロ

地域の力
めた方がいい︒こっちのアド

佐藤 日本は市町村ごとに リア海の方がきれいだから﹂

１
２

る︒
ビスが好まれてきた︒しかし︑ 専門店化を目指さなければと

できるだけ華やかに行うサー 厳しくなる︒客層を絞った︑

帰りのお客さまが増えたこと
若いカップルには恥ずかしが 思う︒

宿泊のお客さまが減り︑日
が原因のひとつにあると思

３
０

りがある︒ただ︑その祭りが︑ な人とのふれあいがある︒

祭りがあり︑私の地元の山形 と言われ︑行く先を変更した

２
０

り︑観光のお客さまは見て楽 ついての啓蒙を世界にもっと

観光資源でも同じことが言

三木谷浩史氏
佐藤信幸氏

いうのは何十年︑何百年かけ よさがあると思う︒

佐藤 地域の魅力︑﹁地域

楽天会長兼社長・楽天トラベル会長
全国旅館生活衛生同業組合連合会会長
るのはやめた︒

佐藤 祭りの時期は︑地域

三木谷 特 に ア ジ ア の 人
三木谷 大きな会社やホテ 旅館・ホテル経営に必要な経 ていただけたらありがたい︒
﹁これは売れるもの﹂﹁これ プロモーションすれば︑もっ ど︑その日︑その時期にしか
三木谷 ありがとうござい
は売れないもの﹂と決めつけ と集客できるのではないか︒ 見られないものもある︒
は︑日本に対しての憧れを持 ルチェーンでなくても︑しっ 費がほとんど上がってしまっ
三木谷 最近は田植えや稲 っていると思う︒相当なお金 かりとした商品やサービスを た︒今年も物価の動向によっ ます︒

ネットで買う人がいる︒以来︑ 少し小ぶりの祭りでもうまく

１
３
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