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Ⅱ．実証事業の実施結果 

 
14 の実証事業の実施結果は、以下のとおりである（以下では、各事業推進主体から

提出された「事業実施報告書」の、特に要諦部分を収録している）。 

 

■プロセス（生産・流通過程）イノベーション分野 

（１）多様な客室流通方式の導入による旅館客室流通の効率化・高度化事業 

 
１．事業推進主体 

 １）推進主体：旅館客室流通効率化・高度化事業推進コンソーシアム 

 ２）代表団体：(社)国際観光旅館連盟 

   参加団体：(株)ペガサス・ソリューションズ、(株)トランスネット、(株)産業技術

総合研究所、(株)オールアバウト、(株)日本ベストサポート 

 

２．事業概要（海外での客室流通：海外流通システムの構築） 

 

１）実施期間   

平成 21 年 12 月 9 日～平成 22 年 2 月 8 日（2 ヶ月間） 
  （検討経緯） 

・10 月 23 日 事業内容についてのコンソーシアム参加団体での打合せ 
・11 月 6 日 旅館の参加募集案内等の確定 
・12 月 7 日 プレス資料の作成 
・ 1 月  4 日  現在での予約システムへのアクセス数、1 月 4 日現在でのコール 

センターでの問い合わせ内容をもとに検討会開催 
・ 2 月 19 日 最終報告書の取りまとめ 
 

２）事業内容   

海外で旅館の客室を流通させるため、GDS（Global Distribution System）を活用して

海外において客室流通をさせるため、国観連会員旅館の GDS への参加状況、国観連ホー

ムページへのアクセス、予約状況を確認し、今後の海外からのアクセスの容易化・効率

化に向けたシステム改革の一助としての実証事業とする。 

 

３）事業コンソーシアムの構成メンバー 

     ① 監修・会員旅館への周知 (社)国際観光旅館連盟 

     ② システムの提供と海外におけるプロモーション、SEO 対策に実施 

  (株)ペガサス・ソリューションズ 
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     ③ ＨＰの更新、国観連サイトの構築 (株)トランスネット 

  注）③は国観連自主事業 

 

 

４）事業の背景 

  ①客室稼働率の向上の必要性 

客室稼働率を向上させるため、インバウンドを促進する必要があることから、海外 

からの容易な予約システムを構築する必要がある。当然に、泊食分離型を基本とする

料金体系の構築、それに加えて、海外における日本の文化伝統を継承する日本旅館の

プロモーションを行うことにより、客室の流通の効率化を図る必要があり、今後増加

が予想される訪日外国人の受入について十分な対応が図られていないことから、その

取組の充実を図る必要がある。 

  

  ②主として海外の予約流通網への告知による予約の確保 

予約の向上を図るためには、料金体系はもちろんであるが、これまで海外の予約流

通網に対し、何らアプローチがなされておらず、海外の予約流通網を利用して外国人

の予約を取り込むにあたり、予約出来る手段を広く予約者側に告知し、予約の増大を

図るため、以下のようなマーケテイング活動を実施する必要がある。 

      １）E メール・マーケテイング 
      ２）検索エンジン最適化、SEO 対策 
      ３）GDS マーケテイング 
 

５）事業内容 

  ①Ｅメール・マーケテイング 

日本の旅館がGDS端末上で予約できるようになったことを広く旅行会社に告知する。

（株）ペガサス・ソリューションズが持つ世界の旅行会社の E メールデータベース（約

14,000 社）を利用し、メール配信により告知する。 

  

（客室の海外流通システム）  
 
 
       
  

  
  
  
  
  

ＯＴＡ （約 1,000 社） 国観連サイト   世界の旅行会社 （約 60 万端末）   

ＧＤＳ各社 
  

ペガサス社   客室在庫登録システム「Ｕｎｉｒｅｚ」   

客室登録  

各旅館   
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（Ｅメールの文面） 
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  ②検索エンジン最適化、SEO 対策 

各国の主要検索エンジンにおいて国観連トップページがヒットすること、多言語各

サイトがヒットすること、「旅館」、「温泉」などのキーワードが上位にヒットされるな

どアクセス数の増加に向けた、また集客に結びつくような対策を講ずる。 
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＜対応及び結果＞ 

この結果、10 月以前は、対前年度かなりの落ち込みであったが、10 月以降アクセス数が

改善しており、１月には対前年比 12.6％増、２月は 3.3％増と前年を上回る結果となった。

この成果は今後大いに期待される。 
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③ＧＤＳマーケテイング 

旅行会社及び個人が航空券、ホテルの残室照会をウエブサイト上で行った場合にそ

の画面上に日本旅館の予約が可能な旨の広告が出され、そこから詳細情報にアクセス

ができ、予約に結びつくマーケテイングの展開を図る。 

 

情報ページ 
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ガリレオ ヘッドライン広告 

 

 

 

ワールドスパン アクセンツ広告 
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３．結果 

 

  ＵＮＩＲＥＺ参加旅館 67 軒 
  予約アクセス数  45 件 

  予約成約数    21 件 

 

参加旅館一覧（計６７件） 

軒数 都道府県 地区名 旅館名 

1 北海道 函館湯の川温泉 花びしホテル 

2 北海道 知床・ウトロ温泉 知床グランドホテル北こぶし 

3 北海道 川湯温泉 御園ホテル 

4 北海道 登別温泉 第一滝本館 

5 北海道 十勝川温泉 笹井ホテル 

6 北海道 十勝川温泉 十勝川温泉第一ホテル 

7 北海道 十勝川温泉 三余庵 

8 青森県 十和田湖・休屋 十和田観光ホテル 

9 岩手県 繋温泉 南部湯守りの宿大観 

10 秋田県 湯瀬温泉 湯瀬ホテル 

11 宮城県 秋保温泉 ホテル 佐勘 

12 宮城県 秋保温泉 奥州秋保温泉蘭亭 

13 宮城県 松島 花ごころの湯 新富亭 

14 山形県 天童温泉 滝の湯ホテル 

15 山形県 あつみ温泉 たちばなや 

16 福島県 飯坂温泉 吉川屋 

17 新潟県 赤倉温泉 ホテル秀山 七つの扉 

18 新潟県 湯沢温泉 雪国の宿 高半 

19 栃木県 日光 日光千姫物語 

20 千葉県 鴨川 鴨川館 

21 山梨県 湯村温泉 湯村常磐ホテル 

22 神奈川県 湯河原温泉 大滝ホテル 

23 神奈川県 箱根・小涌谷温泉 三河屋旅館 

24 静岡県 稲取温泉 稲取銀水荘 

25 静岡県 堂ヶ島温泉 堂ヶ島ニュー銀水 

26 静岡県 伊豆長岡温泉 正平荘 

27 愛知県 三谷温泉 蒲郡ホテル 

28 岐阜県 下呂温泉 水明館 
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29 三重県 わたかの島 福寿荘 

30 大阪府 大阪 大和屋本店 

31 大阪府 池田 不死王閣 

32 大阪府 大阪 かねよし旅館 

33 京都府 京都 日昇別荘 

34 京都府 京都 金波楼 

35 京都府 京都 晴鴨楼 

36 京都府 京都 旅館 こうろ 

37 京都府 丹後半島・木津温泉 一望閣 

38 京都府 丹後半島・木津温泉 佳松苑 

39 京都府 京都 京料理とお庭の宿 八千代 

40 滋賀県 雄琴温泉 びわこ緑水亭 

41 滋賀県 雄琴温泉 湯元館 

42 滋賀県 雄琴温泉 びわこ花街道 

43 兵庫県 兵庫湯村温泉 朝野家 

44 兵庫県 城崎温泉 西村屋本館 

45 兵庫県 日和山海岸 ホテル金波楼 

46 兵庫県 宝塚温泉 ホテル若水 

47 兵庫県 城崎温泉 つたや旅館 

48 兵庫県 城崎温泉 つたや清嵐亭 

49 兵庫県 赤穂 銀波荘 

50 奈良県 吉野山 さこや 

51 奈良県 奈良 飛鳥荘 

52 和歌山県 和歌山川湯温泉 富士屋 

53 岡山県 倉敷 鷲羽山 下電ホテル 

54 岡山県 湯郷温泉 ゆのごう 美春閣 

55 広島県 宮島 宮島グランドホテル有もと 

56 山口県 山口湯田温泉 西の雅 常盤 

57 島根県 松江しんじ湖温泉 なにわ一水 

58 愛媛県 道後温泉 大和屋本店 

59 徳島県 徳島 徳島グランドホテル 

60 佐賀県 嬉野温泉 和多屋別荘 

61 佐賀県 唐津 旅館 綿屋 

62 長崎県 平戸 平戸千里ヶ浜温泉 ホテル蘭風  

63 長崎県 雲仙温泉 九州ホテル 
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64 長崎県 雲仙温泉 雲仙新湯ホテル 

65 大分県 筋湯温泉 九重悠々亭 

66 鹿児島県 鹿児島 温泉ホテル 中原別荘 

67 鹿児島県 指宿温泉 指宿白水館 

 

 

４．主な反省点・課題 

 
１）検証期間をさらに延長して、一層の検証を図る 

実際の需要を誘導、喚起するにあたり、期間は短かかったが、閑散期にもかかわらず

予約が入ったことは今後の需要喚起の方策を考えるうえで思った以上の効果が実現出来

たと考えている。 
今後、引き続き、需要の誘導を図るため、国観連自らの費用と責任において、3月末ま

で継続して運用するとともに、4月以後の継続も検討しているところである。 

 
２）参加軒数が少ない 

海外において、参加軒数が少なく、選択の幅がないことは致命傷であり、参加利用促

進のため、ネット集客対策の基礎をはじめ、ネット直販対策戦略などをテーマとした「Ｉ

Ｔ戦略セミナー」などを開催し、これにより、ネットによる直販体制の確立を図るため、

旅館従業員のスキルアップを図ってもらう呼びかけが必要と思われる。 
  

３）利用料金について 

「泊食分離」型料金の明示に慣れない旅館がまだ多く、室料と食事料を明確に分離し

たことにより予約が入ってきたことなどから、市場に合わせた料金の柔軟化を図る必要

があることが明確になった。 
 



 21 

５．事業概要（国内での客室流通：料金システムの変更及び複数客室利用のグループ予

約の促進） 

 
１）実施期間   
平成 21 年 12 月 9 日～平成 22 年 2 月 8 日（2 ヶ月間） 
（検討経緯） 
・10 月 23 日 事業内容についてのコンソーシアム参加団体での打合せ 
・11 月 6 日 旅館の参加募集案内等の確定 
・12 月 7 日 プレス資料の作成 
・ 1 月  4 日  現在での予約システムへのアクセス数、1 月 4 日現在でのコール 

センターでの問い合わせ内容をもとに検討会開催 
・ 2 月 19 日 最終報告書の取りまとめ 
 

２）事業内容   
インターネット上に、これまでにない（昨年度の実証事業に引き続き）客室流通手法

を採用した宿泊予約サイト「宿あそび」を設け、国観連会員旅館の参加状況、国内一般

ユーザーの反応、予約状況を確認し、今後のシステム改革の一助とする実証事業とする。 
 

３）事業コンソーシアムの構成メンバー 

① 監修・会員旅館への告知    (社)国際観光旅館連盟 
② サイト制作・ユーザーの誘導     (株)オールアバウト 

  ③ 予約システムの構築、コールセンターの設置、事務局 
 日本ベストサポート(株) 
 
４）事業の背景 

  ①客室稼働率向上の必要性 

旅館の一室当り売上は、｢宿泊単価｣×｢一室当り宿泊人数｣×｢客室稼働率｣×｢営業日

数｣で決まる。このうち、宿泊単価と一室当り宿泊人数は市場環境の変化により減少を

余儀なくされている。そこで、現在必要とされているのは「客室稼働率の向上」なの

だが、昨今の要員削減に加え、食事提供などサービスの手間がかかる社内的事情から、

旅館は十分な稼働率向上が図れていない現状がある。 
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（客室の国内流通システム） 
国観連ＨＰ、その他メジャーサイト（ｵｰﾙｱﾊﾞｳﾄ）からのリンク誘導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２１年度「宿あそび」ホームページ（新設） 
〈個人旅行からグループ旅行まで対応〉 利

用
者
・
旅
館
向
け
「
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
（
操
作
上
の
不
明
点
や
予
約
の
代
行
） 

旅館選択 
おまかせプラン予約 こだわり指定予約 

宿泊日選択 宿泊日選択 

おまかせプラン選択 
・同窓会プラン（室料割引） 
・オフ会プラン（室料割引）等 
※部屋タイプ・部屋割り・食事内容 

 食事場所は旅館におまかせ 

部屋タイプ選択 

食事内容・場所選択 

オプション（飲み物等）選択 

予約内容・料金確認 予約内容・料金確認 

お客様情報入力・確認 

予約完了・予約通知配信 

 

 ②主として「平日」の客室稼働率の向上 

現在、平日は、シニア層の格安一泊二食が主流となっており、今後シニア層の減少

とともに一層厳しい状況に陥るおそれが高い。そのため、現役層が「平日に一日休み

があれば気軽に旅館に泊まれる」工夫が求められている。そこで、試験的に、仕事が

終わってからでも旅館に泊まれる深夜チェックイン（翌日夕食まで取る「ミッドナイ

トチェックイン」、翌日朝食までの「お試し泊まり」）に取り組み、旅館の意識改革と

利用者へのＰＲを図ることとする。 
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  ③主として「休前日」の客室稼働率の向上 

休前日は、一転してかきいれ時であり、「宿泊単価」または「一室当り宿泊人数」を

高める必要がある。しかし、現状は「先着順」に予約を受け付けており、必ずしも「期

待売上順」にはなっていない。そこで、客室と食事を“定価”で選択しながら、自由

に組み合わせて予約できる「こだわり予約」と、“割引”する代わりいずれも旅館にお

任せの「おまかせ予約」を設け、「後から入ってきた定価予約を、先に予約された割引

予約より優先して部屋を割り当てる」融通予約の実証実験を行う。より多くの客室提

供を要請するため、4 名以上のグループ予約を対象とした。 
 
  ④泊食分離料金の設定の必要性 

これまで、観光政策審議会はじめ、様々な機会に「お部屋代（室料）」と「食事代」

を分けて表示し、分けて購入することもできる、いわゆる「泊食分離」の導入が提言

されてきた（モデル宿泊約款でもそのように表示されている）。しかし、旅館側として

は、単に単価が下がるだけのリスクを回避できないことから、一泊二食に固執せざる

を得ない状況である。そこで、客室稼働率向上への取り組みと合わせて取り組める今

回の実証実験の機会を、泊食分離型料金導入の実験としてもとらえ、室料（子供を含

め何人で泊まっても同料金）、食事料等（一人当りにかかる料金）を分けて設定するこ

ととした。 
 

５）商品内容 

 

  ①こだわり予約 

客室（一部屋当りの室料＋一人当りの施設使用料）と食事（夕食料＋朝食料）を複

数の選択肢からチョイスし、自由に組み合わせて買えるアラカルト購入方式。 
  ②おまかせグループ予約 

4 人以上のグループが複数の客室を予約する際、「室料制」のため、部屋割りが何人

ずつになろうと総額は変わらず購入できる。ただし客室タイプ・食事は旅館にお任せ

となり、「こだわり予約」で指定されなかった客室が充てられる。 
  ③ミッドナイトチェックイン 

深夜チェックイン・翌日の朝食と夕食が付き、夕食後チェックアウトできる、平日

のみの変則一泊二食プラン。客室・食事はお任せとなり、「こだわり予約」で指定され

なかった客室が充てられる。 
  ④お試し泊まり 

夕食が付かず、翌日の朝食のみのプラン。旅館指定の平日の特定日のみの取り扱い。

高級旅館でもお得に泊まれる。客室・食事はお任せとなり、「こだわり予約」で指定さ

れなかった客室が充てられる。 



 24 

 



 25 

 

 



 26 

６）参加旅館一覧 （計３８軒） 

 

 

軒数 都道府県 地区名 旅館名 こだわり予約 おまかせグループ ミッドナイトチェックイン お試し泊まり

1 北海道 定山渓温泉 定山渓第一寶亭留翠山亭 ○ ○ ○ ○

2 北海道 函館湯の川温泉 花びしホテル ○ ○ ○

3 秋田 湯瀬温泉 湯瀬ホテル ○ ○ ○

4 岩手 つなぎ温泉 南部湯守の宿大観 ○ ○ ○ ○

5 宮城 秋保温泉 伝承千年の宿佐勘 ○ ○ ○ ○

6 山形 天童温泉 ほほえみの宿滝の湯 ○ ○

7 栃木 那須温泉 ホテルサンバレー那須 ○ ○ ○

8 栃木 那須温泉 絶景一望閣 ○ ○ ○

9 栃木 日光温泉 日光千姫物語 ○ ○

10 栃木 日光温泉 ホテル清晃苑 ○ ○

11 千葉 鴨川温泉 鴨川館 ○ ○

12 山梨 石和温泉 富士野屋夕亭 ○ ○ ○

13 長野 美ヶ原温泉 ホテルニューことぶき ○ ○ ○

14 新潟 瀬波温泉 夕映えの宿　汐美荘 ○ ○

15 新潟 松之山温泉 ひなの宿　千歳 ○ ○ ○

16 新潟 六日町温泉 龍言 ○ ○

17 新潟 赤倉温泉 幸運の宿香雲閣 ○ ○ ○ ○

18 新潟 糸魚川温泉 ホテル糸魚川 ○ ○

19 静岡 下田蓮台寺温泉 清流荘 ○ ○ ○

20 静岡 梅が島温泉 梅ヶ島温泉ホテル梅薫楼 ○ ○

21 岐阜 高山温泉 本陣平野屋花兆庵 ○ ○

22 岐阜 高山温泉 本陣平野屋別館 ○ ○

23 岐阜 下呂温泉 水明館 ○ ○ ○

24 岐阜 下呂温泉 望川館 ○ ○ ○ ○

25 滋賀 雄琴温泉 湯元舘 ○ ○ ○

26 京都 京都 松井本館 ○ ○

27 京都 京都 新かどや ○ ○

28 京都 天橋立 橋立ベイホテル ○ ○ ○

29 奈良 奈良 春日ホテル ○ ○

30 大阪 道頓堀 大和屋本店 ○ ○ ○ ○

31 兵庫 城崎温泉 西村屋ホテル招月庭 ○ ○ ○

32 兵庫 洲本 淡路インターナショナルホテル
ザ・サンプラザ

○ ○

33 山口 湯田温泉 西の雅 常盤 ○ ○

34 徳島 徳島 徳島グランドホテル偕楽園 ○ ○

35 佐賀 嬉野温泉 和多屋別荘 ○ ○ ○ ○

36 長崎 平戸温泉 平戸脇川ホテル ○ ○

37 大分 別府温泉 花菱ホテル ○ ○

38 鹿児島 奄美大島 奄美シーサイドホテル ○ ○ ○

（参画軒数） 38 38 11 17
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６．事業結果 

 

１）期間中「総閲覧（ページビュー）数」 

期間中の閲覧数は、約 2万 4 千人がトップページを約 1.2 回閲覧し、そのうち 59％
が予約ページに遷移し、約 4 ページを閲覧した結果となった。一日当り（62 日間）の

平均ページビュー数はトップページで 488 ページであった。 
昨年のページビュー数（約 12 万）から約 4 分の 1 に減少したが、これは、リンク元

であるオールアバウトからの導線（リンク）が約 4 分の 1 に減少したためであり、よ

りみつけにくくなったためである。本来、期間が長くなれば、検索エンジンからの検

索がされるため、ページビューは伸びるが、2ヶ月間という短期間での実験であったた

め、メジャーサイトからのリンクに頼った点が今後の課題であり、実証事業終了後も、

継続して運営を継続中である。 
 
 
 
 
 
 

 
２）期間中「閲覧（ページビュー）数」推移 

ページビューは、リンク先からの導線数にほぼ並行した。時々、瞬間的に増えるの

はメディア掲載された場合である。 
 
 

ページビュー数 ユーザー数 １ユーザー当り閲覧数

トップページ 30,261 24,704 1.22

予約ページ 58,154 14,454 4.02

トップ→予約
ページ遷移率 59%
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３）商品別閲覧（ページビュー）数 

一泊朝食付きで平日の特定日にお得に泊まれる「お試し泊まり」が全体の約半数の

閲覧であり、部屋と食事を選択できる「こだわり予約」「ミッドナイトチェックイン」

が続き、おまかせグループ予約の閲覧がもっとも少ない結果となった。 

 
４）予約数及び商品内容 

予約は、6件、のべ 15 名であり、閲覧数同様、お試し泊まりが過半数を占めた。 
   
 
 
 
 
 
 

  予約旅館は下記の通りであるが、比較的都市近郊部の地区が選ばれていると思われる。 
 
  ・定山渓第一寶亭留（北海道・定山渓温泉）  １件（ミッドナイトチェックイン） 

  ・サンバレー那須（栃木県・那須温泉） ２件（お試し泊まり） 

  ・清流荘（静岡県・蓮台寺温泉）  １件（お試し泊まり） 

  ・水明館（岐阜県・下呂温泉）  １件（こだわり予約） 

  ・橋立ベイホテル（京都府・天橋立）     １件（お試し泊まり） 

 

ページビュー数 ユーザー数 構成比（ユーザー数）

こだわり予約 5,545 4,576 24%

おまかせグループ予約 1,335 1,142 6%

ミッドナイトチェックイン 4,808 4,053 22%

お試し泊まり 10,513 9,041 48%

予約数 のべ泊数 人数

こだわり予約 1 1 5人

おまかせグループ予約 0 0 0

ミッドナイトチェックイン 1 1 2人

お試し泊まり 4 4 8人
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７．閲覧者アンケート結果 

 

１）回答者属性（年齢・性別） （n＝231 件） 

  →利用者層は 35歳～54歳と「金銭的余裕はあ

るが、時間的余裕のない」年代が中心であった。 

0 5 10 15 20 25 30 35

～10歳

11～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳～

未回答

【年齢】

男性 女性
 

２）「宿あそび」の事前認知度 

  → 事前に知っていたのはわずか７％であり、

ほとんどの閲覧者の事前認知はなかった。 

 

7.0%
16.5%

3.0%

73.5%

事前に「宿あそび」をご存知でしたか？

知っていた 聞いたことはある わからない 知らなかった

３）「宿あそび」に対する興味 

  → ９０％以上の閲覧者が「興味を持った」と

回答した。 

48.1%

46.3%

4.3% 1.3%

「宿あそび」にご興味をお持ちになりましたか？

非常に興味を持った 興味を持った どちらでもない 興味無し

４）「宿あそび」の内容評価 

  → 70％以上の閲覧者が「参考になった」と回

答した。 

70.3%

25.8%

1.7% 2.2%

内容について

参考になった やや参考になった どちらでもない あまり参考にならなかった
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５）「宿あそび」の利用意向 

  → 80％以上の閲覧者が「利用する」または「利

用を検討したい」と回答した。 

18.3%

65.7%

13.5%

2.6%

「宿あそび」のご利用をお考えになりますか？

利用する 利用を検討 わからない 利用しない
 

６）「宿あそび」の興味と事前認知度の相関 

  → 興味を持ったかどうかは、事前認知度と相

関していた。すなわち、事前に認知されれ

ばされるほど興味を持っていただけるはず

と思われる。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた

聞いたことはあ

る

わからない

知らなかった

【興味-認知】

非常に興味を持った 興味を持った どちらでもない 興味無し

 
 

８．主な反省点・課題 

 
 １）検証期間をさらに延長して、一層の検証を図る 

実際の需要を誘導するためには、ネット上で「検索」されるのがベストであるが、検

索エンジンで上位表示されるには 2～3月かかる。今回は、昨年同様、期間が短いことか

ら、大手ポータルサイトからリンクを張る形で、トラフィックを確保した。 
今後、引き続き、検索エンジンを通じた需要の誘導を図るため、国観連自らの費用と

責任において、３月末まで継続して運用するとともに、4 月以後の継続も検討していると

ころである。 
 
２）参加軒数が少ない 

しかし、閲覧者アンケートでも「参加軒数が少なく、利用したい旅館がない」という

声が多く、参加軒数が増えないと予約につながる効果が少ないと思われ、4 月以後も継続

する場合、少なくとも全国で 100 軒以上（現在 38 軒）でありかつ首都圏・京阪神近郊の

参加が必須であると思われる。 
 
３）利用料金が現実的ではない旅館もある 

「泊食分離」型料金に慣れない旅館がまだ多く、室料・施設使用料の設定金額が高め

であった。実際は、室料は「オフシーズンには割引」すべきところであるが、最初の取

り組みということもあり、割引をしない旅館も少なくなく、利用者には「やや割高」と

思われたきらいがあった。今後、説明会を開催する等して、主旨の徹底と、市場に合わ

せた料金の柔軟化を図りたい。 
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４）商品内容や設定条件を「わかりやすく」見直しが必要 

旅館側からすると、初めての取り組みの割に申込書の記入ボリュームが多く、理解す

るのに時間が必要であった。そのため、最初の申請段階での拒否感があったのも否めな

い。また、「ミッドナイトチェックイン」などは都市から遠隔地の旅館では、需要が見込

めない等、商品ごとの設定条件の見直しや、利用者ニーズに合わせた再検討が必要であ

る。今後、4 月以後も継続する場合は、旅館、利用者のいずれにとっても、斬新かつわか

りやすく改善を図りたい。 
目標は「旅館業界において客室のデータベースをつくりたい」ということでマーケテ

イングの面からのアプローチから、これからのマーケットに受け入れられるようなデー

タベースの構築をはかるための第一歩として「宿あそび」ができあがった。 
「宿あそび」は、中型・大型旅館を対象に「客室稼働率の向上」ということで、平日

と週末に新しい需要をつくり、平日の稼働率を上げるための新たな施策として 20 年度は

取り組んだ。 
今年度は、平日の稼働率アップに加え、週末の稼働率アップを目的としていた。 
土曜日の予約をせめて単価の高い順に取れないだろうか。もっと高い部屋、高い料理

を食べたいというお客様に対しては、先に予約を入れる。こうしたお客様の予約が後か

ら入ってきても優先して予約を入れる仕組みができないかとして採用したのが「融通予

約システム」である。「宿あそび」は、平日の稼働を上げましょうという新商品と、週末

の稼働を上げましょうという商品を一緒にしたため、十分な理解が得られなかった部分

があったことは反省の材料の１つである。 
もう１点は、部屋代と食事料を分けた料金設定についての理解がまだまだ不十分であ

ったことである。以上を踏まえ、今後も継続していきたいと考えている。 
 

参加施設の反応意見等 

施設名 質問・意見等 

  

Ａホテル 

①基本的にとてもややこしくわかりづらい。 

②カレンダー記入にしてもらいたい。曜日だけでなく、季節によって、オンシーズ

ン、オフシーズンがあるので今のままだと記入ができない。 

③人数が4名の場合、3名の場合、2名の場合、1名の場合というふうに書くところを

設けてほしい。 

  

Ｂ旅館 

①説明文も、記入するところも全てが難しすぎる。 

②お試しの期間がテストにしても3か月では短すぎる。シーズンによってパターン

が変わってくると思う。 

  例えばうちは、積雪の時期はスキー客が多かったり、夏はオフシーズンになっ

たりということがあるので、値段設定も違う。平日の客入りが少ないのは、当館

でも問題視していた。 
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Ｂ旅館 

③ミッドナイトのプランは大変魅力的。 

  しかし、昨年の冬、駐車場に停めていた車の中で寝ていた人が一酸化炭素中毒

で亡くなって以来、ある一定の時間が来たら駐車場には入れないようチェーンを

つけるようになった。ホテルだけの駐車場スペースでは足りないので、駐車場を

借りるのだが、ミッドナイトチェックインの時間にチェーンが空いている駐車場

がないので、それでは路駐の問題が発生してしまう。駐車場の問題があるので、

ミッドナイトチェックインに踏み切れない。 

 

Ｃ旅館 

料金についての確認 

 室料は1室あたりの料金？食事料金は別ですか？ 

 ⇒「1室あたりの料金」となり、「室料とお食事料金を分けてご登録して頂く。 

Ｄホテル ①季節によって料金が違う場合の「おまかせプラン」の記入方法 

②「おまかせプラン」の対象人数（４名様以上） 

 

Ｅ旅館 

 

①施設使用料を3名や4名利用の場合だけ設定できないか？ 

 （室料÷人数としたときの2名利用の場合との金額差をうめる為。） 

②朝食は元々「室料に込み」の考え方でやっているので0円で設定しても良いか？ 

③おまかせ割引は通常室料と同額でも良いのか？ 

  

Ｆ旅館 

①昨年も参加したのですが、昨年の予約システムは連携がとれていて良かった。                                    

②予約後の流れを教えてほしい。 

  特にお客様ご自身でもネットから予約ができる。また、予約のお知らせはネッ

トで送られてくることが便利。 

③泊食明示ということは、ごはんなしというプランにもなり得るということでしょ

うか。 ⇒ お部屋とお食事それぞれを選んでいただくことになる。 

  

Ｇ旅館 

①除外日がたくさんある⇒「この日はどうしても難しい」という日を優先して 

 記入して頂くようお願い。 

②返室対応はすぐできますか？⇒返室の際はコールセンターにご連絡 

  して頂く事になるが、反映までにある程度かかる旨確認。 

 

Ｈ旅館 

①おまかせ割引の室料はどの部屋タイプでも同じ？ 

 ⇒同日にこだわり予約が入らなかったお部屋へのご案内となり、それが高いほう

の客室タイプでも同一の室料となり、格差のあるお部屋タイプの設定は不向き

となる。 

②室料と料理の合算で良いのでは？ 

 ⇒1名様あたりの室料、施設使用料、お食事料金で宿泊料金を設定するのが今回

の考え方。室料とお料理だけだと宿泊人数によるお食事料金の差がそのまま大き

く料金に響く事、施設使用料を設定する事で格差を減らせる。 

③予約・取消のチャートがあるとわかりやすい。 

※ミッドナイトプランに参画する宿という主旨で読売新聞からTELがあった。 



 33 

Ｈ旅館 ・他の施設はおまかせ割引はどの程度の金額にしていますか？ 

 ⇒施設様によって様々。例えばとして1,000円引きや10％引き等 

Ｉホテル ・通常1泊2食でやっており、それとは随分違う設定となる為不安。途中でやめさせ

て頂く事になるかもしれない。 

 

Ｊホテル 

①料金の設定方法について 

 ⇒おひとり様あたりの料金は、ご予約のプランの室料÷1部屋のご利用人数＋施

設使用料＋夕食代＋朝食代となる。 

②子供Aは大人と同じ料理で通常は大人料金の70％としているが、ここでは子供料

理を大人料理と同じ金額にすると料金の違いがなくなる。 

 ⇒お布団をご利用になればお子様も宿泊人数に数え、大人と同じ室料、施設使用

料を合算するので、料金の違いは料理の違いからのみ生じる事になる。 

③在庫登録はどうなっていますか？ 

 ⇒除外日以外で毎日ご提供頂ける室数を記入。返室はコールセンターで対応。手

仕舞いは前日の22：00、それより早く設定可能。 

Ｋホテル 

 

①返室の場合、手数料など必要ですか？ 

 ⇒手数料は不要。返室はコールセンターで対応。 

 

Ｌホテル 

①手仕舞いを「3日前の22：00」に変更希望。 

②予約通知について、申込書記載のアドレス以外にも送信希望。 

③申込書記載の除外日以外にも除外日の設定。⇒管理画面にて除外日を追加設定。 

 

Ｍホテル 

・「1室5名までの予約」とサイトに記載があるが、うちは2名定員のお部屋を提供

している。大丈夫でしょうか？ 

 ⇒確認画面上では「１室に2名様までご宿泊できます」という表示になっており、 

     おまかせグループ予約も4名様からでないと予約できなくなっている。 

 

Ｎ旅館 

 

①除外日の追加設定⇒設定対応可能 

②満室になった場合、施設側で管理画面を操作できますか？ 

 ⇒コールセンターで対応。 

③返室連絡は？ 

 ⇒基本的には電話受付。返室や除外日の設定が多い場合はメールかFAXでもご連

絡を頂きたい。 

Ｏ旅館 ・今回、施設は管理画面を使えますか？⇒コールセンターで対応。 

Ｐ旅館 ①室料記入欄は1室あたりの料金でしょうか？⇒何名で入っても同料金です。 

室料÷1室あたりの宿泊者人数＝1人あたりの室料。                                                           

②うちは、1人あたり○○円という設定なのだが・・・ 

 ⇒今回は「泊食分離」となっており、室料＋施設使用料＋お食事代を改定して頂

いている。 

 


