
複数行にわたる長いヘッダ
ーも作成可能です
これは、非常に長い、複数行にわたるサブヘッダー
の例です

本ガイドのポイント :

 ĥ 枚数のガイドライン 

 ĥ クオリティのガイドライン

 ĥ メインイメージのガイドライン

効果的な写真のタイプや枚数、クオリ
ティについて理解し、旅行者の注目を
集めて転換率を向上させましょう。写
真の撮影およびアップロード、既存コ
ンテンツの確認の際には常に、
このガイドラインをご活用ください。

Expedia Group 
写真ガイドライン

旅行者が見たいと思う写真を
掲載しましょう

貴施設ならではの特徴を旅行者に理解してもらう上で、写真は
最も有効なツールです。効果的な写真を掲載すれば、多数の旅
行者にアピールし転換率の向上につなげることができます。弊
社では、Expedia Group™ サイトの検索 & 予約データをもとに、
写真の充足度とクオリティについてのベストプラクティスをまと
めました。検索結果ページで貴施設の魅力を最大限に伝えるた
めにお役立てください。

旅行者が望むものを見せる 

Expedia Group サイトのユーザー
は、スマホから平均 35 枚の写真を
閲覧しています1。写真ガイドライン
を参考に、旅行者が優先的にチェッ
クする写真のタイプを、それぞれ必
要数に応じて掲載してください。

どのデバイスでも高画質

レジャー旅行を予約する旅行者の 
94% 近くが、デバイスを切り替えて
手続きをしています2。クオリティの
ガイドラインをもとに、どのデバイ
スでも鮮明にゆがみなく表示され
る高画質の写真を選びましょう。

いち早く旅行者の目を引く 

ユーザーは、サイト上のコンテンツ
の 28% 未満しか読んでいないと言
われています3。メインイメージのガ
イドラインを参考に、写真で貴施設
の特徴をアピールして購買意欲を高
め、予約数の増加につなげましょう。 

1.HomeAway (2017 年)。2.  Google Think (2016 年)。3.  ニールセン・ノーマン・グループ (2008年)。 



枚数のガイド
ライン
最もインパクトのある写真
ギャラリーを作るには… 

 ĥ 部屋タイプごとに、バスルームの
写真 1 枚を含む、写真 4 枚を用意
しましょう (眺望やキッチンがある
場合は、眺望の写真 1 枚とキッチ
ンの写真 1 枚も含めてください)。

スタンダードルームとデラックスル
ームの違いが分かる写真を掲載
し、アップグレードのメリットをア
ピールしましょう。部屋ごとの眺望
や設備 / サービスなどを写した、
特徴的な写真を使用している施
設の転換率は、平均で最大 11% 
も高いという結果が出ています4

。バスルームもお忘れなく。60% 
の旅行者が、バスルームの写真
を重視すると答えています。5 

 ĥ 外観の写真 1 枚

貴施設の建物と周辺の様子を
撮影し、お客様に現地の雰囲
気が伝わるようにしましょう。

 ĥ エントランス / ロビーの写真 1 枚

お客様に安心してお越しい
ただけるよう、入り口やロ
ビー、レセプションエリアの
写真を掲載しましょう。 

 ĥ 重要な設備やサービスの写真 1 
枚

プール、レストラン、
フィットネスセンター、スパ、アクテ
ィビティ、設備 / サービスなど、旅
行者が重視するものの写真を掲載
することで、貴施設のページの注
目度を高めることができるほか、
旅行者に滞在をイメージしてもら
うことができます。

 旅行者が見たいと思うものを掲載しましょう 

4.Expedia Group によるリサーチ (2015年)。5.  Hotels.com によるリサーチ (2015年)。 



適切なサイズの写真を使
用する方法 

写真のサイズと解像度

解像度とは、いわゆる写真のサイ
ズのことで、画像に含まれるピクセ
ル密度を縦横のピクセル数で表し
たものです。エクスペディアでは、長
辺が 2,880 ピクセル以上の写真を
推奨しています。

貴施設の写真のサイズと解像度を
確認するには…

パソコン : 画像ファイルの
上で右クリックし、「プロパテ
ィ」を選択してください。

Mac : 画像ファイルをクリックし
ながら「オプション」キーを押し、「
情報を見る」を選択してください。 

スマートフォンの活用

これまでの設定から高解像度、高
精細度またはハイ ダイナミック レ
ンジ (HDR) の設定に変更して撮影
しましょう。

詳細は、スマートフォンによる撮影
のヒントでご確認ください。

使用できない写真

以下の写真は使用できません。 

 _ 人物およびペットの写真

 _ 散らかっている様子
を写した写真

 _ 料金、または貴施設の名
称以外のブランド名を表示
した標識や文章の写真

 _ 別の角度で撮影した同じ
眺望など、同一または類
似した重複する写真

 _ 薄暗い光景の写真

 _ 白黒または加工フィル
ターを使用した写真

クオリティのガイドライン
写真の向き

Expedia Group サイトの表示では、横
向きの写真が最適です。上下ではなく
左右の幅が長い写真を使用してくだ
さい。縦向きの写真 (ポートレートモー
ド) も掲載は可能ですが、スペースを
最大限有効に使用できないため、おす
すめはできません。

解像度

実際にはどれほど美しく素敵な施設でも、掲載されている写真の解像度が低く、
焦点が合っていなかったらせっかくの魅力が半減です。長辺が 2,880 ピクセル以
上の写真は高画質で、デスクトップからモバイルまでデバイスを問わず鮮明に表
示されます。長辺が 1,000 ピクセル未満の写真は承認されない場合があります。

信ぴょう性

弊社のリサーチによると、旅行者は望遠レンズや魚眼レンズで撮影された「ゆが
んだ」写真を信用していません。また、部屋やプールを実物より大きく見せること
で、旅行者を失望させてしまうこともあります。6基本的には、目線の高さでまっす
ぐ撮影した写真を選び、貴施設の実際の様子が伝わるようにしましょう。

 _

 6.Expedia Group によるリサーチ (2017年)。



メインイメー
ジのガイドラ
イン
最も効果的な写真を使用
しましょう

最後に、貴施設の「メイン」イメージ
を選びましょう。この写真は、ほぼす
べての検索ページに掲載されるほ
か、検索結果ページでは貴施設の 
1 枚目の写真として使用されます。 

メインイメージには、貴施設ならで
はの特徴や魅力を伝え、お客様の期
待値を高める写真が必要不可欠で
す。例えば、夏の休暇におすすめの施
設なら、薄暗い内部の写真ではなく、
明るい屋外の写真を選びましょう。

メインイメージとして最適な写真

  独特な外観

  ひと味違うスタイリッシュなイン
テリア 

  プール (施設のセールスポイント
の場合)

  部屋からの眺望 (主要な観光スポ
ットが近くにある場合)

メインイメージに適さない写真 

 _ バスルーム

 _ スパ サービス / フィットネス施設

 _ レストラン

 _ ビジネス設備 
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複数行にわたる長いヘッダ
ーも作成可能です
これは、非常に長い、複数行にわたるサブヘッダー
の例です

複数行にわたる長いヘッダ
ーも作成可能です
これは、非常に長い、複数行にわたるサブヘッダー
の例です

客室の最大の特徴を美しい
写真で強調する

本ガイドのポイント :

 ĥ 客室写真のヒント 

 ĥ 外観および敷地写真のヒント

 ĥ 共有スペースおよび設備写真の
ヒント

お客様が行ってみたいと思うような写
真を、適切なアングルとライティングで
撮影する方法を学びます。学んだ内容
をプロのカメラマンと共有したり、自身
で撮影する場合の指針として活用し、
フォト ギャラリーをより有効なものに
してください。

ウェブ ユーザーが読むのは、ページ コンテンツの 28% にすぎませ
ん。1 そこで、写真によって、どのようなエクスペリエンスを提供でき
るか伝える必要があります。施設固有の特徴や詳細を紹介すること
で、お客様は具体的な滞在イメージを思い描くことができ、予約し
ていただきやすくなります。

重要な特徴を伝える写真を

部屋タイプごとに特徴的な写真
を掲載している施設のコンバージ
ョン率は、平均すると 11％ も高
くなっています。2 撮影する場所に
応じて、スタイルや焦点、アングル
を変える方法を学びましょう。

地域を紹介する

お客様は、設備、価格や口コミ評価よ
りも立地条件を重視してホテルを選
びます。3 ホテルがどのような場所に
あるかを美しい写真で伝えましょう。

最大の特徴を強調する

施設に設備があるかどうか検索す
るお客様は、設備があれば実際に
見てみたいと思うはずです。プー
ル、フィットネスルーム、レストラン
を撮影する際のガイドに従って、設
備の特徴をアピールしましょう。

1.ニールセン・ノーマン・グループ によるリサーチ (2008年)。2.  Expedia Group によるリサーチ (2015年)。 
3.  Global Market Metrix ホスピタリティ指標 (2012年)。

写真撮影ガイダンス



どの部屋タイプを撮影してい
るかわからなくなる場合があ
るので、撮影を始める前に、付
せん紙に部屋タイプをメモし
てから始めます。そのメモの
順番に従って、「デラックス」、

「エグゼクティブ」など、異な
る部屋タイプを撮影します。

マイケル・ダウン
EXPEDIA GROUP MEDIA PRODUCER

客室
Expedia Group では、部屋タイプごとに、部屋の写真 3 種類 + バスルームの写真 1 種類の合計 4 種類
の写真を掲載することをおすすめしていますが、枚数を多く撮影し、その中から気に入った写真をピック
アップするようにしましょう。

一番のセールス ポ
イントを強調する

自然光を使用する

人工的な光よりも自然の光の方が、断
然写真が引き立ちます。撮影は日中に
行い、カーテンを開けて自然光を取り
入れましょう。シアー カーテンを閉めた
ままにすることで、ぎらつきを抑えて十
分な光を取り入れることができます。

客室清掃係とコミュニケーションを
取る

客室の撮影は、客室清掃係が客室を
最も美しい状態に整える前に客室に
行き、客室清掃係が清掃を行った後に
行います。撮影の際、客室係に同行し
ていいか確認するカメラマンもいます。

細部まで確認する

テレビを消し、シーツや布団のシワを
伸ばします。撮影を始める前に、調度
品やカーテンを整えましょう。花びらや
プレゼントなどを追加したくなるかも
しれませんが、お客様が客室に入ると
きにはないものは追加しないようにし
ましょう。

その客室の最大の特徴を撮影する

眺望、応接スペース、大きなバスルーム
など、部屋タイプによって特徴が異な
る場合は、その特徴を撮影しましょう。
お客様は、写真を見て部屋をアップグ
レードする場合もあります。



バスルーム撮影のヒント 

反射

鏡、シャワー室のドアや窓にカメラ
マンの姿が反射しないよう気を付
けます。さまざまなアングルからシ
ャワー室のドアを試し撮りしてみま
しょう。

照明

長時間露光または高露光に設定し
て、光が弱いことによる映りの悪さ
を改善します。白色光などの明度の
高い光でバスルームを撮影する場
合は、露出を短くしたり低くしたりす
ることで、ぎらつきを抑えることがで
きます。 

狭い空間

狭いスペースを上から撮影すること
で、より大きく部屋の全体像を映す
ことができます。できれば、内部が最
大限見えるようにバスルームのドア
を取り外します。

すっきり、きれいに

鏡に曇りがないようにし、あらゆる
表面をきれいにします。便座の閉め
忘れにも注意します。未使用のトイ
レットペーパーに取り替えて端はき
ちんと折りたたみ、バスルームが清
潔であることが伝わるようにします。

細部にも手を抜かない

ラックにかけるタオルには高級感
のあるものを使用し、両端の長さを
そろえます。同様に、たたむタオル
も新しい、高級感のあるものを使用
します。たたんだタオルはすべて同
じ方向にして重ね、カメラの方に向
けます。

60% の旅行者が、
バスルーム写真
を重視すると答
えています。4

四隅から撮影する

対角から撮影して写真に奥行きを与え、見る人の目を焦点に引き寄せます。四隅
それぞれから撮影することで、見栄えの良いショットを撮影できる可能性が広が
ります。換気扇やごみ箱などが、なるべく写真に入らないようにしましょう。 

縦軸が曲がらないよう撮影する

ファインダーのグリッドラインを使って縦軸がまっすぐになるようにします。客室の
構造物をガイドにして壁が斜めにならないよう、カメラを向けます。グリッドの交
点に、合わせたい焦点 (柱、窓) を持ってきます。

床と天井の占める割合を同じにして撮影する 

床と天井の占める割合を同じにすることで、バランスの良い写真になります。可能
な限り、床を入れるようにしましょう。床が映っていないと、浮いたような印象にな
ります。必ずしも部屋全体を撮影する必要はありません。細部に焦点を合わせる
ことで、実際にそこにいるかのように感じられる写真になる場合もあります。

低いアングルからベッドを撮ってみる 

低いアングルからベッドを取ることで客室がドラマチックに見え、写真の種類に多
様性が生まれます。三脚を利用する場合は、高さを肩よりも低い位置にします。

4.Hotels.com によるリサーチ (2015年)。



外観および敷地
周辺地域を含めた外観写真は、お客様に好評です (特に郊外にある施設の場合)。光を効果的に使った
ダイナミックな写真を添えることで、お客様は施設外で楽しめるアクティビティのイメージをふくらませ
ることができます。 

施設がどんな
場所にあるか
を紹介する

最も美しい瞬間をとらえる

日の出直後や日が沈む直前の「最も
美しい写真が撮れる時間」に撮影しま
す。日中に撮影した写真は気持ちのい
い天気と景観の美しさをアピールでき
ますが、一方で間接的なバラ色の光に
包まれた夕暮れ時の写真は、お客様を
温かくお迎えするおもてなしの気持ち
を表現します。 

屋外設備の写真を撮る

お客様が利用できるレンタサイクルが
ある場合は、写真を掲載しましょう。す
ぐ隣にカフェがある場合でも、施設が
運営するカフェでなければ、撮影する
必要はありません。施設でどのような
体験ができるか、また、どのような雰囲
気でどのような朝食が提供されるかを
お客様がイメージできるようにします。

施設から離れすぎない

施設から見えない史跡や景観は、お
客様の期待を裏切ることもあるた
め、掲載しないようにしましょう。

地域を紹介する

都心から離れた場所にある場合は、豊
かな自然に囲まれた外観写真を掲載
します。地域の中心的な場所で、カメラ
アングルを上向きにして立ち並ぶ家屋
を撮影したりしてみましょう。
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共有スペースおよび設備
お客様がプールやフィットネスルームなどの特定の設備がある施設を検索し、貴施設のページにアクセ
スした場合、お客様が希望している設備の写真が掲載されていることで、予約につながることがあります。 

特徴を紹介する

ロビー

アクティビティを調べたりソーシャル
メディアをチェックしたりできる、明
るくゆったりと座れるスペースのあ
るロビーはお客様を引き付けます。 

重要な設備 / サービス

プール、ビジネスセンター、スパ、朝食、
施設内のカフェの写真を掲載すること
で、他の施設との差別化を図れます。

レストラン

大食堂やピックニック スペースの利
用、郷土料理の提供など、そこでしか
味わえない食の楽しみを強調します。
朝食を提供している場合は、食事場
所やビュッフェ、いくつかのアラカル
ト メニューなどの写真も添えます。

共有スペースおよび装飾

美術品やスポーツ選手ゆかりの記念
の品など、印象的な写真で施設の個性
を発信します。上から撮影した階段の
写真もドラマチックな印象を与えます。

誰もいないレストランの写真は
よく使います。その方がグループ
向けやイベント用に提供する場
合、真っ白なキャンバスに好き

な絵を描くように、利用シーンを
イメージしてもらえるからです。

リジー ローデンブッシュ
KIMPTON SHOREBREAK
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スマホ写真を最大限に
生かそう

本ガイドでは、以下につい
て説明します :

 ĥ 鮮明度の設定とライティング設定 

 ĥ スマートフォン デザイン ガイダンス

高品質の写真を撮るための設定につ
いて説明し、さらに、魅力ある写真構成
のヒント、難しい設定への対処法も紹
介します。本書のアドバイスに従えば、
スマホという身近なツールでプロ並み
の写真が撮れるようになります。

最新のスマートフォン技術によって、身近なスマホで高解像度の写
真が撮れるようになっています。もうプロのカメラマンに依頼しなく
ても魅力的な施設の写真を撮ることができ、費用も節約できるので
す。スマホのカメラを最大限に活用する方法を知ることで、予約につ
ながるインパクトのある写真を撮影でき、競争力を保つことができ
ます。

プロの技を必要としない、プロ並み
の写真 

今や、ほとんどのスマホで高解
像度の写真を撮ることができま
す。メーカーのホームページで
カメラ機能を確認し、本書の指
示に従って撮影してください。

スマホ ツールを活用する

スマホの構成ツールや市販の
標準的なデザインツールを使
用して、普段のスマホ写真をプ
ロ品質の写真にしましょう。

難しいからといって敬遠しない

難しいライティングやアングル設定
に尻込みせず、今後を見据え、難しい
設定や条件に挑戦してみましょう。

スマートフォンによる撮影の
ヒント



シンプルに

自然光を使用する

太陽が出ていないときに写真を撮
らなければならない場合は、フラッ
シュを使うのではなく、露出を調整
します。それでもまだ光量が足りな
い場合は、フラッシュの上に白いシ
ールを貼るかティッシュを当ててフ
ラッシュの効果を弱めます。 

安定させる

スマホを前後に傾けないよう注
意しましょう。傾くと、縦軸が曲が
ってしまいます。スマホの高さを
調整して、フレームに収めたい被
写体をとらえます。スマホを水平
に安定させるため、三脚を使う
か重ねた本にもたせかけます。

デジタル ズーム機能は使わない

デジタル ズーム機能を使う
と写真がぼやけます。この機
能に頼るのではなく、被写体
に近づいて撮影します。 

フィルターはかけない

写真変更アプリを使って、撮影した
写真にフィルターをかけたり修正
を加えたりしたくなりますが、この
誘惑に負けてはいけません。撮る
のは静止画なので、写真の前後の
動きをとらえる「ライブ フォト」機能
がある場合は、この機能をオフに
します。

設定を調整する
スマホの設定を調整して、プロ並みの写真を撮影しましょう。適切な
設定とちょっとしたポイントをおさえるだけで、驚くような写真が撮
れるようになります。 

HDR モードを使う

これまでの設定から高解像度、高精細度またはハイ ダイナミック レンジ (HDR) 
の設定に変更します。この変更によって、質、鮮やかさ、色深度およびライティング
が向上します。お使いのスマホの HDR コントロールは、アプリの見出しバーを確
認するか、アプリ設定にアクセスして確認します。

HDR 設定にせずに撮影した写真 : HDR 設定で撮影した写真 : 

露出を調整する

露出は、光が弱い状況で解像度を上げるのに最も適したツールです。露出を上げ
ることでレンズにより多くの光が入り、明るく、鮮明な写真が撮ることができます。

スマホの露出設定は、オートフォーカス トラッキング ボックスの隣にある太陽マ
ークのアイコンで大抵は識別できます。スマホには、撮影する際にタップして焦
点を合わせると、オートフォーカス ボックスが表示されて、画像の最も鮮明な部
分を強調できるタイプがあります。オートフォーカス ボックスの隣にある太陽マ
ークのアイコンで、露出を上げ下げして調整します。 

その他のタイプのスマホでは、画像の一点を押さえることで焦点を合わせられ、
上記同様に露出を調整できます。「プロ モード」という設定により、露出を調整す
るタイプもあります。撮影の前に露出を変えていろいろと試してみましょう。

部屋が暗い場合に窓に向かって撮
影すると、大抵、逆光になってしまい
ます。この場合は、部屋の反対側へ
移動して窓を背にします。こうする
ことで、撮影方向に光が入ります。

マイケル・ダウン
EXPEDIA GROUP MEDIA PRODUCER
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デザイナー的視点で見る
シンプルなデザインガイドに従い、スマホの機能を使って魅力的な写真を撮影しましょう。グリッドライ
ンを使うことで、まっすぐに撮影でき、構成も容易になります。

グリッドライン

画像ビューアにグリッドラインを追加
すると、画面に縦横の線が現れます。こ
の線は撮影した写真に映りこむもので
はなく、撮影のガイド役を果たすにす
ぎません。 

斜めになった壁の写った写真は歪んで
見えます。歪んだ写真にならないよう、
グリッドの縦横の線で調整します。

グリッドラインを使うことで、それぞれの写真の焦点を同じ位置にそろえることもできます。ほとんどのスマホのカメラ アプリ
でグリッドラインを有効にすることができます。この機能は、アプリの設定内にある場合も、写真やカメラの一般的な設定内
にある場合もあります。グリッドまたはグリッドラインを探して、この機能をオンにします 

3 分割ルール

構成とは、写真の中に要素をどう収め
るかということです。構成の第一歩とし
て、写真家は「3 分割ルール」を適用し
ます。このルールは、人間の目は 3 分
割された写真に引き付けられる傾向
があるという理論に基づいており、重
要な被写体を、この 3 分割した境界
線上に持ってきます。これらの線の交
点上に主要な被写体を配置すること
で、見る人の目を引き付けることがで
きます。 

グリッドラインを使って、画像を調整し
ます。最も強調したい被写体を、3 分割
した線に沿って、またはその交点上に
配置します。



重要な設備やサービス : 重要度の高い設備やサービス
の写真 1 枚以上。写真掲載を推奨する設備やサービス
の例 :
 アクティビティ / スポーツ
 ビーチ
 フィットネスセンター
 ゲーム / エンターテインメント
 プール
 サファリ / ゲーム ドライブ
 スキー / スノーボード
 スパ

食事 : 各レストランのインテリアおよび代表的な料理の
個別の写真。 
 バー
 朝食 
 室内ダイニング
 キッチン (共用)
 地元料理
 レストラン

部屋タイプ 1 部屋タイプ 2 部屋タイプ 3 部屋タイプ 4 部屋タイプ 5 部屋タイプ 6
ベッドルーム      

バスルーム      

部屋の特徴 1      

部屋の特徴 2      

部屋の特徴 3      
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周辺の観光スポット (別のカテゴリーでアップロード可能) およびその他の写真 :

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  外観 : 現地の雰囲気が伝わるような、貴施設の建物および敷地の写真 1 枚以上。

  エントランス / ロビー : 入り口、ロビー、フロントエリア、その他の共用スペース、応接スペースなど、入館時の様子が分か
る写真 1 枚以上。 

部屋 :  部屋タイプごとに写真 4 枚以上 (バスルームの写真 1 枚を含む)。眺望やキッチンがある場合は、眺望の写真 1 枚、キ
ッチンの写真 1 枚も含めること。応接スペースやデスクなど、その部屋タイプで利用できる設備 / サービスや室内の特徴を
すべて写したものであること。

下記のリストを活用して、旅行者が見たいと思うような写真を掲載しましょ
う。Expedia Group では最低限必要な枚数を推奨していますが、それぞれのカテ
ゴリーで多数撮影した中から、アップロードに最適な写真を厳選してください。 

施設の写真チェックリスト 写真のサイズ
長辺が 2,880 ピクセル以上の写
真を使用するよう心がけましょ
う。長辺が 1,000 ピクセル未満

の写真は承認されない場合があ
ります。
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