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【運営会社】楽天【ＵＲＬ】https://travel.rakuten.co.jp/【開設日】
年月日【会員制】楽天会員数，万人（登録後１回以上ログイ
ンしたことがあるＩＤの数）【契約施設数】，軒【手数料率】
～％（契約プランやサービスにより変動）【客室在庫登録義務】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】
宿泊施設での現金・カード払い。事前カード決済【ユーザー層】ビジ
ネス％、レジャー％【取扱金額】，億．万円（年月～
年月実績：国内・海外施設出発、海外航空券、国内・海外ＤＰ、
楽天バスサービス、レンタカー）【スマホ・タブレット予約比率】
％（国内ホテル単品の数字の最高値）【国内ＤＰ】ＡＮＡ楽パック、
ＪＡＬ楽パック【インバウンド】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
ランス語に対応【ポイントプログラム】楽天スーパーポイント（楽天
グループの他のサービスでも利用可能）【ポイント付与率】～％
（対象サービスにより異なる）【ポイントの宿泊施設負担率】非公開

【運営会社】ベストリザーブ
【ＵＲＬ】http://www.bestrsv.com
【開設日】年月日
【会員制】会員数万人。会費無料
【契約施設数】，軒（旅館％、シティＨ％、ビジネスＨ％）
【手数料率】％
【客室在庫登録義務】なし
【決済方法】宿泊施設での現金・カード払い。事前カード決済。ＢＲ
ゴールドポイントでの支払い
【ユーザー層】レジャー・ビジネス。代から代のアクティブ層を
中心に幅広い世代が利用。男女比は各％
【国内ＤＰ】ＪＲセットプラン。ジェットスター国内ＤＰ
【ポイントプログラム】ＢＲゴールドポイント
【ポイント付与率】％～
【ポイントの宿泊施設負担率】％～

【運営会社】ＷＩＬＬＥＲ【ＵＲＬ】http://travel.willer.co.jp/【開設日】
年月日【会員制】会員数万人。会費は基本無料。プレミア
ム会員は年会費，円【契約施設数】軒数非公開（旅館％、シティ
Ｈ％、ビジネスＨ％、リゾートＨ他％）【客室在庫登録義務】
なし【決済方法】宿泊施設での現金・カード払い。事前カード決済。
事前コンビニ決済。銀行引き落とし。キャリア決済。ポイント決済
【ユーザー層】ビジネス・レジャー。代後半から代の女性【旅館
ホテル予約比率】旅館％、ホテル％【ホテル予約内訳比率】シテ
ィＨ％、ビジネスＨ％【スマホ・タブレット予約比率】％【国
内ＤＰ】高速バスと宿泊のＤＰ【インバウンド】英語対応【ポイント
プログラム】ＷＩＬＬＥＲポイント（円で１Ｐ付与。Ｐ＝円で
Ｐから最大万Ｐまで一度の決済で使用可能【ポイント付与率】％
【ポイントの宿泊施設負担率】％

【運営会社】ヤフー【ＵＲＬ】https://travel.yahoo.co.jp/【開設日】
年月日【会員制】会員数，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】，軒【客室在庫登録
義務】なし【決済方法】宿泊施設での現金・カード払い。事前カード
決済【国内ＤＰ】ＪＡＬ、ＡＮＡとの連携（https://travel.yahoo.co.jp/do
mestic_dp/）【ポイントプログラム】Ｔポイント【ポイント付与率】．
％～。Yahoo!プレミアム会員の場合、ヤフープランの利用でポイン
ト％～【ポイントの宿泊施設負担率】その他施設原資ポイント～．
％を設定できる

【運営会社】らくだ倶楽部【ＵＲＬ】https://www.rakudaclub.com/【開
設日】年月日【会員制】会員数非公開。会費無料【契約施設数】
，軒（旅館％、シティＨ％、ビジネスＨ５％、リゾートＨ他
％）【手数料率】％【客室在庫登録義務】なし【決済方法】宿泊
施設での現金・カード払い。事前カード決済【ユーザー層】レジャー。
代以上のアクティブアクティブシニア層が半数を占める。旅館・リ
ゾートを中心としたレジャー利用が多い【旅館ホテル予約比率】旅館
％、ホテル％【ポイントプログラム】らくだ倶楽部ポイント（予
約時にＰ＝円で使用可能）【ポイント付与率】事前オンラインカー
ド決済％、現地決済％【ポイントの宿泊施設負担率】％

【運営会社】とまれる（百戦錬磨グループ）
【東京オフィス】東京都千代田区
【ＵＲＬ】https://stayjapan.com/
【設立】年月（百戦錬磨）
【業務提携サイト名・業務提携締結日】民泊事業の推進を目的として、
百戦錬磨がＪＴＢと資本業務提携（年月日）。STAY JAPANと
ＪＴＢのインバウンドサイト「ＪＡＰＡＮｉＣＡＮ．ｃｏｍ（ジャパ
ニカン・ドットコム）」との連携を開始

【運営会社】ホームアウェイ（エクスペディアグループ）
【本社】米テキサス州（日本法人・東京都港区）【ＵＲ
Ｌ】https://www.homeaway.jp【創業】年月【登録物件数】万
件【物件立地の特性】地方、リゾート地に強い【展開国・地域数】
カ国・地域【展開言語数・サイトブランド数】言語。サイト
【総予約金額】兆千億円（年）【月間利用者数】千万人【利
用者の年齢層】～歳％、～歳％、歳以上％【利用者
の特性】家族、グループ旅行が多い【平均宿泊日数】日間【平均消
費額（宿泊）】，米ドル【平均宿泊単価】米ドル【アプリダウ
ンロード数】万件

【運営会社】トリップアドバイザー【本社】米マサチュ
ーセッツ州（日本法人・東京都渋谷区）【ＵＲＬ】https
://www.tripadvisor.jp/【創業】年月（日本は年月）【従業員
数】，人（日本は人）【展開国数と言語】カ国・地域。言
語【特徴】以上の宿泊予約サイトの価格を比較【投稿口コミ情報
数】億千万件以上【投稿写真数】億万点以上【投稿写真内訳】
宿泊施設（ホテル、旅館、Ｂ＆Ｂなど）万点以上、バケーション
レンタル（貸別荘）万件以上、レストラン万件、観光施設・観
光名所・アクティビティ．万件以上【月間ユニークユーザー数】
億，万人【登録会員数】億，万人以上（メール可能な会員数）
【スマホ対応】アプリのダウンロード数億千万以上【スマホ・タブ
レット比率】ユーザーの約％

【運営会社】カヤック（プライスライングループ）
【本社】米コネチカット州
【ＵＲＬ】https://www.kayak.co.jp/
【創業】年（日本は年）
【展開国と言語】カ国・地域。言語
【スマホ・タブレット比率】米国で％。日本を含めたアジアは米国
より高比率
【サイト規模】毎日億回のデータ処理。毎年億回の検索。アプ
リのダウンロード数，万回

【運営会社】一休（ヤフーグループ）【ＵＲＬ】https://www.ikyu.com/
【開設日】年月【会員制】会員数万人。会費無料【契約施設
数】，軒【手数料率】％【客室在庫登録義務】なし【決済方法】
宿泊施設での現金・カード払い。事前カード決済【ユーザー層】レジ
ャー、ビジネス。男性と女性が半々、～代が中心【インバウンド】
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】～％【ポイントの宿泊施設負担率】％
（その他、施設原資ポイントを～％設定できる）

【運営会社】マイナビ【ＵＲＬ】https://travel.mynavi.jp/【開設日】
年月日【会員制】会員数非公開。会費無料【契約施設数】，
軒（旅館％、シティＨ％、ビジネスＨ％、リゾートＨ他％）
【手数料率】％【客室在庫登録義務】なし【決済方法】宿泊施設で
の現金・カード払い。事前カード決済。法人会員による一括払い【ユ
ーザー層】ビジネス・レジャー。若年層・法人を中心に幅広い層【ス
マホ・タブレット予約比率】％【ポイントプログラム】Ｔポイント
【ポイント付与率】～％【ポイントの宿泊施設負担率】～％
（施設側で選択できる）

【運営会社】Airbnb【本社】米カリフォルニア州サンフ
ランシスコ（日本法人・東京都新宿区）。世界拠点【Ｕ
ＲＬ】https://www.airbnb.jp【創業】年【世界での民泊展開】登録
民泊施設（リスティング）件数：万。登録民泊施設がある都市数
：万千。登録民泊施設がある国・地域の数：カ国。Airbnbの通
算ゲスト数：億千万人。トピックス：千の城、，のツリーハウ
スも登録されている【日本での民泊展開】登録民泊施設（リスティン
グ）件数：万，。日本でAirbnbを利用して旅行したゲスト数：
万人。典型的なホストの収入：万米ドル。日本を訪れるゲスト
の上位国・地域：韓国、中国、日本、香港、米国、台湾。トピックス
：インバウンドのゲストに人気の目的地トップは、米国、フランス、
イタリア、スペイン、英国、日本、カナダ、オーストラリア、ドイツ、
ポルトガル【世界での体験展開】「体験」掲載件数と対象エリア：
件・カ国都市。平均料金：予約人あたり米ドル。ゲスト特
性：ミレニアル世代がメインで、全ゲストの分のが歳以下。予約
の傾向：体験予約の％が「フード＆ドリンク」カテゴリのグルメな
体験。【日本での体験展開】展開都市：東京と大阪。体験数：件。
トピックス：パリ、ロサンゼルス、バルセロナを抑えて東京が予約数
のランキングで位

【運営会社】オープンドア【本社】東京都港区【ＵＲＬ】
https://www.tripadvisor.jp/【創業】年月日【従業
員数】人【月間ユニークユーザー数】万【スマホ・タブレット
比率】％【ユーザー層】女性％、男性％。～歳％、～
歳％、～歳％、～歳％、歳以上％【特徴】以
上の旅行サイトを一括で検索できる旅行比較サイト【国内検索・比較
サービス】ホテル、航空券、ツアー、航空券＋ホテル（ＤＰ）、日帰
り旅行・体験・ホテルプラン（オプショナルツアー）、高速バス・夜
行バス、レンタカー、日帰りバスツアー、総合アプリ【海外検索・比
較サービス】ホテル、航空券、ツアー、航空券＋ホテル、オプショナ
ルツアー、Wi-Fiレンタル。【コンテンツ他】海外現地口コミ、トラ
ベルコまとめ、特派員ブログ、世界のおいしいレストラン、海外都市
情報、海外・国内旅行記事（特集）、トラベルコマップ（オフライン
マップアプリ）

【運営会社】リクルートライフスタイル【ＵＲＬ】https://www.jalan.ne
t【開設日】年月日【会員制】会員数非公開。会費無料【契
約施設数】，軒【手数料率】％（人室のシングル利用は％）
【客室在庫登録義務】なし【決済方法】宿泊施設での現金・カード払
い。事前カード決済。アプリのみApple Payでの決済可能【ユーザー
層】年齢を問わず、幅広い層がレジャー・ビジネスに利用【取扱金額】
，億円（年月～年月実績）【取扱泊数】，万人泊（年
月～年月実績）【国内ＤＰ】ＪＲ新幹線・特急＋宿、ＡＮＡ航空
券＋宿、ＪＡＬ航空券＋宿【インバウンド】英語、中国語（簡体字・
繁体字）、韓国語、タイ語、マレーシア語、フランス語に対応【ポイ
ントプログラム】Pontaポイント（じゃらんnetだけでなく、ホットペ
ッパービューティーなどリクルートが提供する他のＷｅｂサービス
や、ローソン、ケンタッキーフライドチキンの店舗などでも使える）
【ポイント付与率】％【ポイントの宿泊施設負担率】％

【運営会社】ゆこゆこ
【ＵＲＬ】https://www.yukoyuko.net/
【開設日】年月
【会員制】会員数万人（宿泊情報誌「ゆこゆこ」本誌会員除く）。
会費無料
【契約施設数】，軒
【客室在庫登録義務】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】宿泊施設での現金払い
【ユーザー層】レジャー。代以上のシニア層（夫婦、女性グループ
など）。平日利用の宿泊者が多い

【運営会社】Loco Parters【ＵＲＬ】https://rlx.jp/【開設日】年月
【会員制】会員数万人。会費無料【契約施設数】，軒【手数料
率】％【決済方法】宿泊施設での現金・カード払い。事前カード決
済【ユーザー層】レジャー。～代を中心に代以上からも支持を
集めている。誕生日、ひとり旅、結婚記念日などの利用シーンでよく
活用されている【国内ＤＰ】参入予定（時期未定）【インバウンド】
英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語に対応（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。サイトとスマホアプリ、
ともに言語で使用可能。インバウンド会員登録数万人）【ポイン
トプログラム】Reluxポイント（業界最高水準の％を還元。有効期限
は最後の予約から年間）【ポイント付与率】％【ポイントの宿泊施
設負担率】％

【運営会社】楽天LIFULL STAY【本社】東京都千代田区
【ＵＲＬ】https://www.rakuten-lifull-stay.co.jp/【設立】
年月。楽天が％、不動産・住宅情報サイト「ホームズ」運営のL
IFULLが％出資【事業内容】民泊仲介サービス「Vacation Stay」を
住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行時期（年月）に合わせて開
設予定【業務提携サイト名・業務提携締結日】米国・HomeAway（
年月日）、台湾・AsiaYo!（年月日）、中国・途家（年月
日）、欧米・Booking.com（年月日）。楽天LIFULL STAYの登録
国内民泊物件を、各サイトに供給

【運営会社】Tujia Online Information Technology
【本社】中国・北京（日本法人・東京都千代田区）
【ＵＲＬ】https://content.tujia.com/Japan/
【創業】年月（日本法人年月）
【登録物件数】万件
【展開国・地域・都市数】中国内都市。海外カ国，都市
【提携】の中国政府機関
【１日の宿泊予約数】万，件
【アプリダウンロード数】．億人

【運営会社】ベンチャーリパブリック【本社】東京都港
区【ＵＲＬ】http://www.travel.co.jp【創業】年１月
【従業員数】人【月間訪問者数】，万【スマホ・タブレット比
率】．％【ユーザー層】女性．％、男性．％。～歳．％、
～歳．％、～歳．％、～歳．％、～歳．％、
歳以上．％【特徴】主要旅行会社社（直接契約）が販売するパ
ッケージツアー、航空券、宿泊施設などの旅行商品を比較・検索でき
る【掲載商品点数】国内ツアー万千件、海外ツアー万千件、国
内航空券万，件、海外航空券万件、国内ホテル万件、海外ホテ
ル万件【その他】執筆ナビゲーター人の投稿によるオンライン
旅行メディアTravel.jpガイド（Travel.jpたびねす）も展開。記事数約
万千。購読者数万人。

【運営会社】トリバゴ（エクスペディアグループ）
【本社】独デュッセルドルフ
【ＵＲＬ】https://www.trivago.jp/
【開設日】年（日本は年）
【掲載数宿泊施設数】世界カ国より万軒以上（旅館、ペンショ
ン等も含む）
【対応言語】カ国
【提携予約サイト数】以上
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