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【運営会社】　　　　　　　　　パム
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　たびらいホテル・旅館予約（http://www.tabirai.net/ho

tel/年４月１日）、温泉ぱらだいす九州（http://onp
ara.jp/年７月日）、温泉ぱらだいす鹿児島（http
s://kagoshima.onpara.jp/login.aspx年月日）

【開設日】　　　　　　　　　　年４月１日
【会員数・会費】　　　　　　　温泉ぱらだいす鹿児島のみ鹿児島県民限定・会員数

約人。他サイトは会員制を取っていない
【契約施設数】　　　　　　　　軒（たびらい軒、温ぱら軒）

（旅館：たび０・温九・温鹿、シティホテル：
たび・温九・温鹿、ビジネスホテル：たび・温九
・温鹿、リゾートホテル：たび・温九・温鹿）

【手数料率】　　　　　　　　　７～８％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済（たびら

いのみ）
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　たびらいは代～代のレジャー目的の家族・カッ

プル。温ぱらは代～代のレジャー目的の家族・
夫婦

【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】―
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　―
【対応言語・特徴】　　　　　　―
【ポイントプログラム】　　　　温ぱらポイントプログラム（温泉ぱらだいす九州の

み）
【ポイント付与率】　　　　　　５％【ポイントの施設負担】５％

【運営会社】　　　　　　　　　昭文社
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　まっぷるトラベル　http://travel.mapple.net/。まっぷ

るマガジン読者専用無料アプリ「マップルリンク」
（全プラン５％オフ）。ことりっぷ宿予約サイト　h
ttp://travel.mapple.net/co-trip/

【開設日】　　　　　　　　　　まっぷるトラベル年月１日、まっぷるリンク
年４月１日、ことりっぷ予約サイト年５月日

【会員数・会費】　　　　　　　非公開。会費無料。非会員での予約も可能
【契約施設数】　　　　　　　　，軒（旅館％、シティホテル％、ビジネス

ホテル％、その他％）
【手数料率】　　　　　　　　　８％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　ガイドブック「マップルマガジン」や「ことりっぷ」

などの読者。中国大陸からの訪日旅行客
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　旅館％、ホテル％
【ホテルの予約比率】　　　　　シティホテル％、ビジネスホテル％
【スマホ・タブレット予約比率】％
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　中国語（簡体字）。日式酒店（旅館）を中国訪日客

へ紹介
【ポイントプログラム】　　　　○　「まっぷるリンク読者特典」。まっぷるマガジ

ン読者限定スマホアプリ「まっぷるリンク」から宿
予約すると全ての宿泊プランが５％現金値引（宿泊
施設の負担額はゼロ）

【ポイント付与率】　　　　　　５％
【ポイントの施設負担率】　　　０％

【運営会社】　　　　　　　　　スターツ出版
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.ozmall.co.jp/
【開設日】　　　　　　　　　　年月
【会員数・会費】　　　　　　　万人。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　軒（旅館％、シティホテル％）
【手数料率】　　　　　　　　　％
【宿側の客室登録義務】　　　　あり
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー。記念日、女子会など
【利用者層】　　　　　　　　　東京で働く代の女性中心
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】％
【国内ダイナミックパッケージ】
【インバウンド対応】　　　　　―
【対応言語・特徴】　　　　　　―
【ポイントプログラム】　　　　○　ＯＺポイント。税込の総額に対して１％を付与。

ポイントは次回の宿泊予約時だけでなく、OZmallが
提供している他予約サービスでも利用可。プレゼン
ト応募にも利用できる

【ポイント付与率】　　　　　　１％
【ポイントの施設負担率】　　　０％

【運営会社】　　　　　　　　　エクスペディアホールディングス
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　https://jp.hotels.com/
【開設日】　　　　　　　　　　年月
【会員数・会費】　　　　　　　会員制をとっていない
【契約施設数】　　　　　　　　数万軒（詳細は非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　非公開
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　非公開
【利用者層】　　　　　　　　　独立系および大手ホテルチェーンからコンドミニア

ムまで、業界最多の宿泊施設を提供するサイトのひ
とつとして、ビジネスやレジャーを含めて幅広い用
途でご利用いただいている

【総取扱額】　　　　　　　　　非公開【総予約泊数】非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開【ホテルの予約比率】非公開
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開【対応言語・特徴】―
【ポイントプログラム】　　　　○　Hotels.com Rewards　　　（ホテルズドットコム・リワ

ード）。ホテルズドットコムを通じて旅行や出張で
泊すると世界中の万軒のホテルにいつでも無料
で１泊できる会員プログラム。家族や友人のホテル
予約でも宿泊数がたまる。宿泊数に応じてさらにお
得なサービスが受けられるシルバーまたはゴールド
会員にランクアップ。シルバー会員は時間年中無
休の専用回線での優先カスタマーサービスをご利用
いただけ、ゴールド会員はシルバー会員のサービス
に加えて、ゴールド会員の方のみアクセス可能な限
定プランをご予約いただける

【ポイント付与率】　　　　　　１泊につき１ポイント
【ポイントの施設負担率】　　　０％

【運営会社】　　　　　　　　　ホステルワールド
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　ホステルワールドwww.hostelworld.com、ホステルブ

ッカーズwww.hostelbookers.com、ホステルズドット
コムwww.hostels.com

【開設日】　　　　　　　　　　英語版年　日本語版年
【会員数・会費】　　　　　　　会員制はとっていない
【契約施設数】　　　　　　　　日本国内軒（旅館％、シティホテル０％、ビ

ジネスホテル５％、ホステル・ゲストハウス・民宿
・宿坊・カプセルホテルなど％）

【手数料率】　　　　　　　　　％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　代～代半ばが中心。女性利用者６割強、男性利

用者４割弱。最近、日本国内の利用者も増えている
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　旅館％、ホテル５％、その他％
【ホテルの予約比率】　　　　　シティホテル０％、ビジネスホテル％
【スマホ・タブレット予約比率】％
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　言語。ほとんどがインバウンド。欧米利用者が中

心
【ポイントプログラム】　　　　―
【ポイント付与率】　　　　　　―
【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　Ctrip（シートリップ）
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.ctrip.com/
【開設日】　　　　　　　　　　年月日
【会員数・会費】　　　　　　　―
【契約施設数】　　　　　　　　世界で万軒以上（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　―
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　ビジネス・レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　代後半～代の男女。旅行にも慣れてきて、自由

なプランニングを好む層代～代の男女が多く占
めており、最近では代前半の男女も増えている

【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】―
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　中国語、日本語、英語などカ国に対応
【ポイントプログラム】　　　　○　C-money
【ポイント付与率】　　　　　　５～％
【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　リクルートライフスタイル
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.jalan.net/
【開設日】　　　　　　　　　　年月日
【会員数・会費】　　　　　　　会員数非公開。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　，軒（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　８％。１人１室のシングル利用は６％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済。Apple P

ay（アプリのみ）
【主な利用目的】　　　　　　　ビジネス、レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　性別・年齢を問わず、幅広い層
【総取扱額】　　　　　　　　　，億円（国内旅行に関する予約流通取扱高、年

４月～年３月実績）
【総予約人泊数】　　　　　　　，万人泊（年４月～年３月実績）
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　シティホテル・ビジネスホテルの区分は設けていな

い
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】○ＪＲ新幹線・特急＋宿、ＡＮＡ航空券＋宿、ＪＡ

Ｌ航空券＋宿。実績非公開
【インバウンド対応】　　　　　〇　
【対応言語・特徴】　　　　　　英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、

マレーシア語、フランス語
【ポイントプログラム】　　　　○　Ponta　ポイント。「じゃらんnet」会員登録後、

宿、ダイナミックパッケージなどを予約するとPonta
ポイントが貯まる

【ポイント付与率】　　　　　　２％
【ポイントの施設負担率】　　　２％

【運営会社】　　　　　　　　　楽天トラベル
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://travel.rakuten.co.jp/
【開設日】　　　　　　　　　　年３月日
【会員数・会費】　　　　　　　，万人（楽天会員数）。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　約，軒（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　７～％（各契約プランやサービスにより変動）
【宿側の客室登録義務】　　　　あり。契約プランごとにアロットメント数を定めて

いる
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済。事後カ

ード決済
【主な利用目的】　　　　　　　ビジネス、レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　ビジネス％、レジャー％
【総取扱額】　　　　　　　　　，億円（※キャンセル反映後数値・年４月～

年３月実績：国内・海外施設宿泊、海外航空券、
国内・海外ダイナミックパッケージ、楽天バスサー
ビス、レンタカー）

【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】％
【国内ダイナミックパッケージ】○　ＡＮＡ楽パック、ＪＡＬ楽パック。実績非公開
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　英語、韓国語、台湾（繁体中文）、香港（繁体中文）、

中国（簡体中文）、タイ語、インドネシア語、フラ
ンス語

【ポイントプログラム】　　　　○楽天スーパーポイント。楽天グループのサービス
で利用可能

【ポイント付与率】　　　　　　１～％
【ポイントの施設負担率】　　　非公開

【運営会社】　　　　　　　　　Loco Partners（ロコパートナーズ）
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://rlx.jp
【開設日】　　　　　　　　　　年３月
【会員数・会費】　　　　　　　万人以上。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　約，軒（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　代後半から代のアクティブ層を中心に幅広い年

代にご利用いただいている。男女比率は半々
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】約％
【国内ダイナミックパッケージ】参入を予定（内容、時期は検討中）
【インバウンド対応】　　　　　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語。英語・

中国語・韓国語を話せるコンシェルジュスタッフが
常駐。スマホアプリは３言語で使用可能。Facebookや
InstagramなどＳＮＳを使用した海外向けＰＲを実施

【ポイントプログラム】　　　　○　Relux　ポイント。予約金額の５％をチェックア
ウト後にReluxカスタマーに付与

【ポイント付与率】　　　　　　５％
【ポイントの施設負担率】　　　０％

【運営会社】　　　　　　　　　ゆこゆこ
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.yukoyuko.net/
【開設日】　　　　　　　　　　年３月
【会員数・会費】　　　　　　　万人（宿泊情報誌「ゆこゆこ」本誌会員を除く）

会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　，軒（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　なし。宿泊施設の在庫販売機会を最大化するため
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金払い
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　代以上のシニア層（夫婦、女性グループなど）

平日利用の宿泊が者が多い
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　―
【対応言語・特徴】　　　　　　―
【ポイントプログラム】　　　　―
【ポイント付与率】　　　　　　―
【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　エクスペディアホールディングス
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　Expedia（www.expedia.co.jp年月日）、他にHote

ls.com、Egencia（www.egencia.com年）、Wotif Group
（www.wotif.com年月）など

【開設日】　　　　　　　　　　年月日
【会員数・会費】　　　　　　　会員制をとっていない
【契約施設数】　　　　　　　　世界で万軒（日本国内は約軒。内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開　　　
【宿側の客室登録義務】　　　　非公開
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済。
【主な利用目的】　　　　　　　ビジネス・レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　自分の旅行を手配する男女代後半から代
【総取扱額】　　　　　　　　　全世界で億万米ドル（年１～月実績）

全世界で億万米ドル（年１～９月実績）
【総予約泊数】　　　　　　　　全世界で２億万泊（年１～月実績）、全世

界で１億万泊（年１～９月実績）
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】〇
【インバウンド対応】　　　　　―
【対応言語・特徴】　　　　　　―
【ポイントプログラム】　　　　Expedia＋（エクスペディア＋）
【ポイント付与率】　　　　　　ホテル、ツアー（航空券＋ホテル）、現地オプショ

ナルツアーの予約で￥ご利用ごとに１ポイント付
与。航空券の予約で￥ご利用ごとに１ポイント
付与。＋ゴールド会員だと％増、＋シルバー会員
だと％増　

【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　ブッキング・ドットコム・ジャパン　プライスラ
イングループ【開設日】年月

【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.bookig.com/
【会員数・会費】　　　　　　　全世界で年間約３億人が利用。予約手数料無料
【契約施設数】　　　　　　　　世界で万軒（日本国内は約，軒・旅館％、

シティホテル％、ビジネスホテル％、その他
％）

【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　なし。各施設の自主性にお任せしているのものの、

目安として半年前からの販売開始をお願いしている
【決済方法】　　　　　　　　　宿でのカード払い
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー利用が中心だが、ビジネス利用も％を超

えた
【利用者層】　　　　　　　　　ＦＩＴ、国内ユーザー、インバウンド、アウトバウ

ンド。国内ユーザーが一番大きくなった
【総取扱額】　　　　　　　　　億米ドル（※プライスライングループ全体の

年１月～月実績見込み）、前年比～％増の見
込み（年１月～月見込み）

【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　（国内実績）旅館％、ホテル％、その他％
【ホテルの予約比率】　　　　　（国内実績）シティホテル％、ビジネスホテル％
【スマホ・タブレット予約比率】％（グローバル実績）※日本国内はプラス数％
【国内ダイナミックパッケージ】―【インバウンド対応】　〇　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　最大カ国語に対応。カスタマーサポートもカ国

語に対応し、あらゆる国のお客様に対応できる
【ポイントプログラム】　　　　ポイントプログラムはないが、ＧＥＮＩＵＳ（ジー

ニアス）という上級会員プログラムがある。通常割
引価格よりさらに％オフや、ウェルカムドリンク、
レイトチェックアウト、ギフトなどが受けられる

【ポイント付与率】　　　　　　―
【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　agoda（アゴダ）　プライスライングループ
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　https://www.agoda.com/ja-jp
【開設日】　　　　　　　　　　年
【会員数・会費】　　　　　　　会員制を取っていない
【契約施設数】　　　　　　　　世界で万軒（国内約万軒。内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　非公開
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　アジア圏の個人旅行者が中心
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】―
【インバウンド対応】　　　　　◯　実績非公開
【対応言語・特徴】　　　　　　言語。アジアで最大級の予約サイトであり、国内

への送客の％以上がアジア人。世界カ国以上で
展開

【ポイントプログラム】　　　　―
【ポイント付与率】　　　　　　―
【ポイントの施設負担率】　　　―

【運営会社】　　　　　　　　　一休
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://www.ikyu.com/
【開設日】　　　　　　　　　　年５月
【会員数・会費】　　　　　　　万人。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　軒（内訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い。事前カード決済
【主な利用目的】　　　　　　　レジャー、ビジネス
【利用者層】　　　　　　　　　男性が３分の２、女性が３分の１。代～代が中

心
【総取扱額】　　　　　　　　　億円（年４月～年３月実績）
【総予約泊数】　　　　　　　　万泊（年４月～年３月実績）
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】非公開
【国内ダイナミックパッケージ】
【インバウンド対応】　　　　　○
【対応言語・特徴】　　　　　　英語、ラグジュアリー旅館を扱っている
【ポイントプログラム】　　　　○　一休ポイント。利用実績により会員ステージが

上がり、付与率がアップする
【ポイント付与率】　　　　　　一休ポイント１％～３％
【ポイントの施設負担率】　　　その他施設原資ポイント０～％を設定できる

【運営会社】　　　　　　　　　ヤフー
【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　http://travel.yahoo.co.jp/ http://biz.travel.yahoo.co.jp/
【開設日】　　　　　　　　　　Yahoo!トラベル：年月日
　　　　　　　　　　　　　　　Yahoo!ビジネストラベル：年３月４日
【会員数・会費】　　　　　　　，万人（Yahoo!JAPAN ID　月間アクティブユー

ザー数）。会費無料
【契約施設数】　　　　　　　　約，施設（ＮＥＸＴ契約中で掲載中の施設。内

訳非公開）
【手数料率】　　　　　　　　　０％
【宿側の客室登録義務】　　　　なし
【決済方法】　　　　　　　　　宿での現金・カード払い
【主な利用目的】　　　　　　　ビジネス・レジャー
【利用者層】　　　　　　　　　男性％、女性％。代～代が中心
【総取扱額】　　　　　　　　　非公開
【総予約泊数】　　　　　　　　非公開
【旅館とホテルの予約比率】　　非公開
【ホテルの予約比率】　　　　　非公開
【スマホ・タブレット予約比率】％
【国内ダイナミックパッケージ】○　ＪＡＬ、ＡＮＡとの連携（http://travel.yahoo.co.j

p/domestic_dp/）。実績非公開
【インバウンド対応】　　　　　―
【対応言語・特徴】　　　　　　―
【ポイントプログラム】　　　　○　Ｔポイント
【ポイント付与率】　　　　　　５％
【ポイントの施設負担率】　　　５％
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