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新型コロナウイルスの感染拡大により 2020 年に計画されていた旅行はどのような影響を受けたのでしょうか ?
2020 年にすべての旅行の予定をキャンセルまたは変更した回答者の割合

2020 年、多くの旅行は延期となりました… 

約 3 分の 1 (31%) の回答者が、ワクチン接種を
受けるまで、一切旅行しないと言っています。

31%

最も多かったのは 40 歳以上の旅行者で、半数
以上 (51%) が、最後の旅行は少なくとも 1 年

以上前だったと回答しています。

51%

オーストラリア

カナダ

フランス

ドイツ

日本

メキシコ

イギリス

アメリカ

27%

28%

44%

47%

35%

32%

37%

48%

最後に行った旅行は 1 年以上前、 
と回答した旅行者の割合。

44%
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…しかし 2021 年、旅行は回復 
しつつあり、その傾向が続きます。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月

北米 アジア太平洋地域 ヨーロッパ、中東、アフリカ 中南米

旅行と引き換えに 1 か月間、何を我慢できますか ?

41%
スポーツ観戦

37%
ソーシャル 
メディア

32%
テレビの視聴

39%
オンライン 
ショッピング

27%
好き食べ物 / 
飲酒

25%
音楽鑑賞

1. Expedia Group 2020 年4 月 〜 2021 年 2 月

2020 年、旅行の検索数は Expedia Group の各サイトで大きく変動し
ましたが、2021 年に入りワクチン接種が始まると上昇に転じました。 
その傾向は特に北米で顕著です。1

5

検索数の増減率



45%
ビーチリゾート

36%
主要都市

33%
小さな町や村

25%
田舎 

23%
山

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月

国内 海外

1. Expedia Group 2020 年 4 月 〜 2021 年 2 月

2020 年を通して国内旅行の検索数は海外旅行を上回りましたが、年末にかけての
数か月においては、海外旅行の検索数がにわかに増加しました。2021 年初頭には
国内外両方の検索数が急増し、コロナ禍前の水準にまで到達しました。2

旅行者が今後 18 か月間の旅行先として考え
ているのは ?

6

検索数の増減率



2021 年、旅行者が
求めるものとは
ここから先、お伝えしたいことは一つです : 貴施設が来年、さらにその後
も予約数や収益を伸ばし続けるために有効で実現可能な戦略をご提案さ
せていただきます。こうした目的のもと、弊社はリサーチ会社と協働して世
界 8 か国、1 万 6,000 人の消費者を対象に、「今、旅行者が求めるもの」に
関する調査を行いました。この結果は 2020 年に実施した同調査の内容を
更新するものとなります。

まずは、明るいニュースをお知らせします。人々は旅行を心待ちにしており、
今年においては優先事項のひとつにしています。調査結果によると、旅行者
の 75% が 2021 年に旅行ができるなら、新しいスマートフォンを入手す
るよりうれしいと回答しました。関連する Expedia Group の調査3 でも同
様の結果が出ています。社会人の 4 分の 3 以上 (81%) は、コロナ後、旅行
はこれまで以上に大切なものとなると答えており、そのうち 3 分の 2 (66%) 
が、コロナ禍の影響により、「生きているうちにやっておきたい事」リストの
作成を考えるようになったと回答しています。

人々は旅行を楽しみにしていますが、一方で検索、予約、旅行、宿泊に関す
る行動パターンには変化がみられました。次ページ以降では、弊社の調査に
より明らかになった主要な消費者トレンドをご紹介させていただくとともに、
2021年における貴施設 / 貴物件の予約増と収益拡大に貢献できるような
推奨施策についてもご紹介させていただきます。

本資料を、気軽にお使いいただけるガイドとしてご活用ください。旅行の段
階別に推奨施策をご提案しておりますので、まずはご興味のある部分をご覧
いただき、いくつか実施してみていただければ幸いです。

本リサーチは、世界の主要マーケットである以下の 8 か国を対象に実施しま
した : オーストラリア、日本、フランス、ドイツ、イギリス、メキシコ、カナダ、
アメリカ。調査結果は地域により多少の差があるものの、結果より導かれた
推奨施策には、驚くほどの一貫性が見られます。我々の「ベストプラクティ
ス」の有効性を実証しているとも言えます。

8 か国
世界の  
主要マーケット

16,000 人
アンケート調査の	
回答者

14
主な推奨施策

73. エクスペディア、 「Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports (アメリカの人々は今年 1 週間長く休暇を取ることを計画」、2021 年 2 月

https://welove.expedia.co.jp/press/50614/


検索、予約時に旅行者が 
求めているものとは



1 年に渡るロックダウンにより需要は蓄積。多くの人が昨年は夏の旅行を断念したことから、本年の半ばには旅
行需要が高まると予想されます。旅行業界は回復傾向にありますが、旅行者の関心と予算をめぐる市場競争は厳
しいものとなるでしょう。宿泊先を探している旅行者の目を引くことは、競争に勝つために重要になってきます。こ
のセクションでは、旅行者が宿泊施設を評価し選択する際の判断基準に関するトレンドをご紹介し、検索の過程
で旅行者の注目を集めるために実践していただきたい推奨施策をご紹介します。

4. Vrbo、「Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever, (家族のつながりを求めて; 家族連れ旅行者が夏休みに滞在するバケーションレンタルを予約する時期が早期化)」
2021 年 2 月
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旅行者が求めるものとは
旅行先は近場に 
次の旅行の目的地について尋ねると、多くの旅行者は
「車で行けて、自宅からあまり離れていない場所」と回
答しました。2020 年、人々は自動車で行ける範囲の目
的地に好んで旅行しました。この傾向は当面の間、続く
と思われます。

滞在期間はより長く 
旅行者は、友だちや家族と過ごす時間を取り戻したいと
感じています。またテレワークなど、柔軟な勤務形態が
可能になったことから、旅行先での滞在期間が長期化す
る傾向が見られます。家族連れの半数以上 (55%)4 が、
宿泊にかける費用を増やして従来より長めに滞在するこ
とを考えています。長期滞在におけるトレンドのひとつと
してご注目いただきたいのが、休暇と仕事を兼ねた旅行
「フレキシケーション」です。

 
次の旅行をイメージできるように 
昨年は不安定な状態が続いたため、旅行者は今後の旅
行のあり方を具体的に思い描き、安心して予約ができる
ような情報を強く求めています。宿泊施設の詳細情報、
設備の写真、キャンセルポリシー、安全衛生対策など、
経験豊かな旅行者たちは宿泊先を予約する前に、あらゆ
る必要情報を確認したいと考えています。

検索、予約時に旅行者が求めているものとは

車で行ける 
旅先

次の旅行について尋ねると、
自動車旅行という回答が最

多でした。

より長めに 
滞在

2 番目に多かったのが以前より長めに滞在する
という回答でした

施設の様子が詳しく分かる写真を見ることがで
きれば、安心して予約できると回答しています。

57%

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


地元の旅行者にアピール
近場の旅先を選ぶ傾向があるということは地元の旅
行者や短時間のフライトで来訪できる旅行者が主な
集客対象であるといえます。10 人中 7 人5 は、コロナ
禍が収まるまでは最長 6 時間の自動車旅行も苦にな
らないと答えています。次のページのグラフで、この
傾向についてより詳しくご覧いただけます。

検索結果で旅行者の注目を集めるには

ヒント
貴施設のエリアへの需要はどこから発生して
いるかを把握するために、「お客様情報分析」
ツールを活用してください。またクリック報酬型
の広告ツール「TravelAds」でスポンサー広告
を利用することにより、旅行に強い関心がある 
Expedia Group のお客様に効果的にアプロー
チすることが出来ます。しかも貴施設から 160 
キロ圏内の旅行者にターゲット層を絞って効果
的に宣伝できます。

バケーションレンタルのオーナーの皆様には、 
最低宿泊数を 2 日にして近隣地域の旅行者を
積極的に受け入れることをお勧めします。なお
旅行者が頻繁に利用する絞り込み条件が「駐車
場」であることも、重要なポイントです。物件の
掲載情報に駐車場の詳細を追加して、自動車旅
行のお客様にアピールしましょう。

次の旅行で、旅行者はどのよう
な旅先を選択するでしょうか？

1.	 自宅に近く、車で行ける旅先 

2.	 より長めに滞在 

3.	 アウトドアのアクティビティやツアー 

4.	 「一生に一度は行きたい」場所へ旅行

105. Expedia Group Media Solutions、「 旅行者マインド & 影響要因 2020-2021 」

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


自動車旅行の人気は継
続。コロナ後は他の交通
手段も回復する見込み 

自動車旅行の人気はコロナ禍の最
中もコロナ前とほぼ同水準です。

コロナ後は、鉄道、バス、飛行機
の利用者数も回復に向かう見込み
で、人々が旅行に対する安心感を取
り戻しつつあると見られています。

レンタカー

75%

50%

25%

コロナ前 コロナ禍 コロナ後

鉄道 / バス 飛行機 クルーズ船

バス

交通手段に対する安心感 : 国内

交通手段に対する安心感 : 海外

100%

100%

50%

50%

2020 年 Q4 

2020 年 Q4

2021 年 Q2

2021 年 Q2

2021 年 Q1

2021 年 Q1

2021 年 Q3 

2021 年 Q3

自家用車、レンタカー
に関わらず、他の交通
手段よりも自動車旅行
に大きな安心感を抱く
傾向に 

どの交通手段についても、国内
旅行の方が海外旅行より安心だ
と考えられています。

自家用車 レンタカー 飛行機

鉄道

11出典 : Expedia Group Media Solutions、「 旅行者マインド & 影響要因 2020-2021 」

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


長期滞在の促進に向けて 
2021年の旅行者の傾向として、これまでより長い滞在を検討されていま
す。回答者によると、滞在期間の延長を決断する際に考慮する主なポイン
トは以下の 5 つです。

滞在の延長を決断するうえで最大の要因となるのは割引料金ですが、飲食
代の割引といった比較的小さな特典も影響力を発揮しています。旅行者が
最も重視しているのは、総体的な旅行のクオリティです。ちょっとしたサー
ビスが、滞在期間延長のきっかけとなる可能性もあります。

旅行者がもう 1 泊しようと 
考える主な理由 :

1.	 宿泊料金の割引 
2.	 無料の朝食 
3.	 客室のアップグレード 
4.	 飲食に利用できるクーポン 
5.	 現地ならではのイベントや体験

ヒント
長期滞在を検討する旅行者の心
をつかむために、連泊プロモー
ションを実施しましょう。例え
ば、ホテルなら 2 週間の滞在、
バケーションレンタルであれば月
単位の滞在に対し割引料金を設
定してみましょう。Vrbo.com サ
イトでは、絞り込み条件で連泊
割引を提供している物件を絞り
込むことが可能です。こうしたプ
ロモーションにより、旅行者の目
を引く可能性が高まります。
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設備とサービスに 
スポットライトを当てましょう
滞在の長期化傾向により人々が快適に過ごす時間を求めて
いることが分かります。魅力的な設備が提供されていること
は、次の旅行を計画している旅行者にとって 3 番目に重要
なポイントで、清掃・衛生対策、柔軟なキャンセルポリシー
に僅かな差で続いています。お子様連れの旅行者は、平均的
な旅行者より設備を重視する傾向にあります。

70% の旅行者は、希望にあった設備やサービスを提供して
いる宿泊施設であれば、より高い宿泊料金を払ってもいいと回答しています。このリサーチ結果により、旅行者に
とって快適に滞在できる施設を見つけることは、お得な料金を見つけるのと同じくらい重要性が高いことが立証さ
れました。特に、長期滞在を計画している旅行者にとって快適性は重要なポイントです。

オンライン旅行サイトに掲載している施設情報を補完、更新し、施設を特徴づける設備・サービスがあればそれを
大きく取り上げてください。旅行者の 2 人に 1 人が、次の旅行の予約にはオンライン旅行会社を利用したいと答
えています。あらゆる販売チャネルで、貴施設のセールスポイントをアピールしましょう。

多くの旅行者は希望にあった設備・サービスを
提供してくれる施設には、より高い宿泊料金を

払ってもよいと考えています。

~70%

旅行者がより高い料金を	
払ってもよいと考る	
バケーションレンタルの設備	:

1.	 高速インターネット 
2.	 温水プール 
3.	 ホットタブ 
4.	 バルコニー / パティオ 
5.	 駐車場 (敷地内)

旅行者がより高い料金を	
払ってもよいと考るホテルの	
設備・サービス :

1.	 スパ トリートメント 
2.	 客室内ジャグジー 
3.	 高速インターネット 
4.	 特別なルームサービス 
5.	 冷蔵庫
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近隣エリアについて詳しい情報を 
提供しましょう
ロケーションは旅行者にとって常に重要な要素です。弊社のリ
サーチによると、旅行者が掲載情報を見て施設について判断
する際、料金に次いで重要視するのが立地条件です。

ただし旅行者が気にするのは、貴施設がある場所だけではあ
りません。近くに何があるかも大切な要素です。施設について
より深く理解するために、周辺エリアと地元の人気観光スポッ
トに関する詳細な情報が欲しいと旅行者は考えています。貴
施設の予約を検討しているお客様が、滞在中、どこに出かけ、
どのように過ごすことができるか分かるよう、詳細な周辺情報
を提供してください。

旅行者が最も求めているのは、地元の観光スポット、飲食店、
ショッピングエリアの情報です。それと共に、貴施設ならでは
のセールスポイントもしっかりアピールしてください。例えば自
然に囲まれたエリアなら、近隣のハイキングコースの情報を掲
載してください。地元のお勧めスポットも紹介しましょう。

ほとんどの旅行者は、周辺情報や	
近隣の見どころを知りたいと回答しています。

89%

ヒント 
 
ホテル・旅館を運営するパートナーの皆様には、施設の「露出度」と「コ
ンテンツスコア」のチェックをお勧めします。貴施設の様子や詳細がどの
くらい鮮明に旅行者に伝わっているか把握できます。改善が望まれる場合
は、表示の推奨アクションに従ってください。

バケーションレンタルを運営するパートナーの皆様は、「リスティング編
集機能」を使ってお勧めスポットやアクティビティを紹介し、掲載情報を
より充実させてください。

施設の掲載情報の改善にコストはかかりません。経費を使わずにマーケ
ティング効果を高め、2021 年の業績に大きな違いをもたらすことも可能
です。
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衛生対策と清掃方法を掲載しましょう 
当然ながら、旅行者にとって健康に関わる問題は最優先事
項です。人々は旅行の計画を立てる際、清潔で衛生的な環
境であるかを何より気にします。コロナ禍は、旅行者が滞在
先を決める際の判断基準に永続的な影響を及ぼしました。

旅行者は宿泊施設の衛生状態をこれまで以上に気にするよ
うになりました。施設の詳細情報や広告を通して安心材料
を探そうとします。清掃のプロセスや安全衛生対策について
の記述を、よく目立つ場所に掲載してください。

旅行を計画する際に重視する点 :

1.	 清掃・安全衛生対策 
2.	 柔軟なキャンセルポリシー 
3.	 魅力的な設備・サービス
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予定の変更に柔軟に対応しましょう 
清潔な環境の次に旅行者が重要視しているのは、変更や
キャンセルに対する施設の対応です。弊社が調査を実施し
た時点では 3 分の 1 以上の回答者が、旅行の予約サイトで
宿泊先を探す際に、柔軟な / 返金可のキャンセルポリシー
で絞り込み検索を行うと答えています。

また、今年に入ると約 3 分の 2 (60%) の旅行者が、たとえ
割引料金であっても返金不可の客室を予約するつもりはな
いと回答しています。この結果は 2020 年の調査結果とは
大きく異なるものでした。当時は 3 分の 2 (66%) の旅行者

新型コロナウイルスの影響 :  
2021 年、旅行者は料金の安さより柔軟なキャンセルポリシーを優先します。

割引料金であれば、返金不可の客室を予約してもよいと思いますか ?

2020 年

2021 年

66%

40%

34%

60%

はい いいえ
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旅行者にとって柔軟な
キャンセルポリシーは 

2 番目に
重要な点です。
旅行を計画する際、清潔さの	

次に重視しています。

が返金不可の客室を予約するだろうと回答しています。弊社が過去に実施した調査の中でも、1 年間でこれほど
大きな変化が見られたは今回が初めてでした。

過去 12 か月以上続いた不安定で予測不能な状況により、旅行者は旅行の計画に際し変更やキャンセルの可能性
を考慮し、より慎重に考えるようになったことを表しています。柔軟なキャンセルポリシーを設定することで、こう
した旅行者の懸念は払拭されるでしょう。



 

予約変更やキャンセルへの柔軟な対応で 
コロナ禍においても予約獲得に成功した民泊施設 

2020 年 3 月、エリック ブラウンさんはセントラルテキサスで急成長しているワイナ
リー地域に家を購入しました。

この物件はバケーションレンタル (民泊) として人気があり、予約も好調に獲得していま
したが、新型コロナウイルスの感染拡大で事態は一変しました。ブラウンさんが家を購
入してから間もなく、予約のキャンセルリクエストが波のように押し寄せてきました。急
激に予約が減少するなか、ブラウンさんは料金を下げて旅行者の呼び込みを試みまし
た。しかし思いきった割引料金を打ち出しても、予約を獲得することはできませんでし
た。

Vrbo の Partner Success Manager に相談し、ブラウンさんはそれまで 60 日前まで
なら変更可能としていたキャンセルポリシーを 2 週間に変更し、物件の掲載ページで
訴求しました。それが功を奏し、物件の閲覧数は数千単位で上昇。1 件しかなかった予
約リクエストは 2 ~ 3 週間で 30 件を超えて急増しました。

「予約変更やキャンセルに対し柔軟に対応することで旅行
者に安心感を与えられたと思います。不安を多少でも取り除
くことができれば、旅行者は予約に対し前向きになってくれ
ます。」

エリック ブラウン様 
バケーションレンタル オーナー 
アメリカ、テキサス州フレデリックスバーグ
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ケース 
スタディ

数千単位 
新規のページ閲覧数

30 件以上
新規の予約リクエスト



鮮明で魅力的な写真を数多く 
掲載しましょう 
検索と予約のプロセスにおいて写真は重要な役割を果たし
てきました。2021 年のリサーチによると、旅行者にとって
写真は予約するか、しないかの決め手となっています。旅行
者の大半 (91%) が、 宿泊施設を予約する際に写真は不可
欠であると答えています。またホテルについては 88% の回
答者が、設備の写真をチェックすることは予約前の重要な
ステップであるとしています。

旅行者が予約サイトの利用に慣れてきたうえ、宿泊期間が
長期化傾向にある昨今、このような傾向は極めて自然な流
れと考えられます。写真は貴施設の様子を鮮明に伝えてくれ
ます。旅行者は施設が滞在の全期間、自分や家族のニーズ
を満たしてくれるか知りたがっています。

予約前に平均 

9 枚 

旅行者が宿泊施設を決める前に
チェックする写真の枚数です。

88% 
 ホテルの設備の写真は重	

要な要素だと回答した
旅行者の割合です。

旅行者が最も重要視する写真 :

1.	 客室の写真
2.	 バスルームの写真
3.	 施設の設備の写真 (プールやロビーなど)
4.	 施設の外観の写真
5.	 施設内レストランと料理 (該当する場合)
6.	 客室内の設備の写真
7.	 周辺エリアの写真
8.	 近隣の観光スポットの写真
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戦略的にインセンティブを 
活用しましょう
予約増を図るうえで割引料金を打ち出すことは必ずし
も必須ではありませんが、新規顧客を獲得するため
に最も効果的な方法のひとつであることに変わりはあ
りません。

旅行者にとって最も魅力的なインセンティブを探るた
めに本リサーチを実施しました。今年、最大の影響
力を発揮した 4 つのインセンティブは、2020 年のリ
サーチ結果を反映しています。その有効性が立証され
ました。

ヒント
早期予約を増やすために、割引料金を提供する
必要はありません。ホテル、バケーションレンタ
ルなど宿泊施設のタイプに関わらず、全ての在
庫をアップロードして、積極的に販売活動を行っ
てください。2021 ~ 2022 年の空室カレンダー
を更新し最新状態に保ちましょう。

早期予約プロモーションの開始・延長を検討し
てください。管理画面 (Partner Central) をご
利用の提携施設様については、 すべての旅行
者層を対象とする広範囲の早期予約プロモー
ションも、あるいは Expedia Group のサイト
を頻繁にご利用の優良顧客層に絞った会員限定
プロモーションのいずれも実施可能です。

バケーションレンタルを運営されているパート
ナー様には、季節限定プロモーションの検討を
お勧めします。

旅行者が最大の魅力を感じる
インセンティブ : 

1.	 早期予約割引 ( チェックイン日の約 4 ~12 
週間前に予約) 

2.	 宿泊施設と航空券の同時予約割引
3.	 連泊すると 1 泊無料
4.	 無料の設備・サービス (例 : 無料パーキング
や無料の朝食)

5.	 スイートルームや眺望の良い客室へのアップ
グレード



 

台湾のホテルが、長期的な在庫の提供で 
収益拡大に成功 

ベイメン WOW ポッシュテルは、台北中心部を訪れる旅行者向けにプライベートルー
ムとドミトリールームを提供しています。同ホテルは困難な時期を乗り越え、収益拡大
を実現するために 2 つの戦略を採用しました。その一環として 6 か月 〜 12 か月先ま
での在庫を追加し、プロモーションでお得な早期予約を呼びかけました。

「管理画面 (Partner Central) でのプロモーションの設定
は簡単です。特定期間のプロモーションを設定するのではな
く、毎日プロモーションを調整することができます。当ホテ
ルはオンライン旅行サイト (OTA) での販売に頼っているた
め、このようなプロモーション機能は非常に有効です。」

ジャネット チェン様
ベイメン WOW ポッシュテル総支配人 
台湾

ケース 
スタディ

150% 
販売室数の増加率

392%
利益の増加率
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旅行の準備段階で旅行者が
求めるものとは



調査結果によると、宿泊先の予約後、出発までの期間に旅行者が求めるものがひとつあります。それは宿泊施設
とのコミュニケーションで、積極的かつ献身的で、明確な情報を提供して欲しいと考えています。数か月に渡る
自粛生活を過ごした旅行者たちは、それまでと違う場所に出かけられることを楽しみにしています。そして事前に
様々な情報を入手し、滞在中の行動計画を立てたいと願っています。

旅行者が求めるものとは
できる限り旅行を楽しみたい 
旅慣れた旅行者たちは滞在前のコミュニケーションを望ん
でいます。事前に情報を入手して最大限、充実した時間を過
ごしたいからです。明確なコミュニケーションを心がけてい
る宿泊施設は、キャンセル率が低く、お客様満足度が高く、
口コミも高評です。

チェックイン日の前にホテルやバケーションレン
タルが情報を提供してくれると助かると回答し

た旅行者の割合です。

87%
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チェックイン日の前にメッセージを 
送信しましょう
旅行者のほぼ全員が、チェックイン日前のコミュニケーションを
望んでいます。87% の旅行者が、ホテルやバケーションレンタル
が前もって情報を送ってくれたら役に立つと回答しています。事
前にメッセージを送信することは、貴施設の魅力や設備につい
て伝え、近隣のお勧め観光スポットやレストラン、アクティビティ
を紹介してお客様の期待感を高める機会にもなります。

旅行者に情報を提供し 
期待感を高める方法

ヒント
 
「Vrbo ウェルカムガイドや管理画面 (Partner 
Central) の「メッセージ　テンプレートなどの
ツールを活用してお客様との円滑なコミュニケー
ションを図ってください。

旅行者が求める情報ランキング : 

1.	 施設内の設備・サービスについて
2.	 お勧めのレストラン情報
3.	 車でのアクセス方法と駐車場の利用方法
4.	 無料のパスやツアー
5.	 地元通による情報
6.	 バリアフリー設備
7.	 現地の提携施設・店舗
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テネシー州にあるキャビンのオーナーは、 
チェックイン前のコミュニケーションで好意的な
口コミ増に成功 

クリスティーナ ワトソンさんは、テネシー州の山に居心地の良いキャビンを所有してい
ます。物件は街から離れた自然の中にあるため、お客様は周辺エリアについて数多く
の質問をお持ちです。食料品を購入できる店の場所について。お勧めの観光スポット
について。冬季の道路事情について。

クリスティーナさんは、事前に詳しい情報と充実した内容のウェルカムガイドを送信す
ることで、お客様の疑問に応えています。この戦略によりお客様満足度、リピート率が
上がり、5 つ星評価を達成することができました。

「どのような旅行でも、心配のタネはあります。お客様に
必要な情報をご提供し、安心して滞在を楽しんでいただけ
るようウェルカムガイドをご用意しました。これで好意的な
口コミと予約も増やえると確信しています。」

クリスティーナ ワトソン様
バケーションレンタル オーナー 
アメリア、テネシー州ピジョンフォージ

ケース 
スタディ
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素晴らしいキャビン 5/5
「家族でクリスマスを過ごすためにピジョンフォージ地域に旅行したのは、これ
で 4 回目です。私たち夫婦は、成人した子供たち 5 人と私の両親を連れて行き
ました。キャビンはとても広々としていて、景色が本当にきれいです。車ではるば
る出かけて行くだけの価値があります。オーナーは私たちの質問に、常に迅速に
応えてくれました。と言っても旅行の前にメッセージをくださり色々と丁寧に教え
てくれたので、あまり質問することもありませんでしたが。このキャビンを心から
お勧めします。私もまた滞在したいと思っています。」



 

コミュニケーション ツールの活用によりお客様
満足度と収益アップを実現したブティックホテル 

スーク ハーバー ハウスはブリティッシュコロンビアにある素敵なブティックホテル
です。IT およびデジタル マーケティング部の部長であるケイト サンダーズさんは、
チェックイン予定のお客様とコミュニケーションをとるためにメッセージ機能を活用し
始めました。滞在中に発生するかもしれない問題に事前に対応し、口コミに影響が及
ぶことを防ぐためです。ツールの活用によりお客様の満足度と、スタッフの仕事の能率
が向上。その結果、収益も拡大しました。

「社内のツールを通してお客様から直接ご意見を伺ったり、ご
要望をお聞きできるのでとても便利です。夜 11 時にメッセー
ジをチェックすることもあります。今年の業績は 2006 年以降
最も好調で、年末の総収益は 35% 増を見込んでいます。」

 ケイト サンダーズ 様 
IT およびデジタル マーケティング部部長 
カナダ、ブリティッシュコロンビア州スーク

ケース 
スタディ

35% 
収益がアップ

15% 
年間の客室稼働率が上昇

25



滞在を楽しむために、 
旅行者が求めるものとは



2021 年に 5 星クラスの宿泊施設に旅行者が求めるものについて調査したことで、信頼と快適性という 2 つの
主要なテーマが浮き彫りになりました。設備・サービスから清掃・除菌プロセスにいたるまで、旅行者は予約時に
目にした施設情報に記載されていた通りであることを期待しています。

実際の経験が期待以上であれば、好意的な口コミを投稿しれくれる可能性は高まります。反対に、実際の経験が
期待に届かなかった場合、否定的な口コミとなる可能性も考えられます。滞在中と滞在後にお客様とコミュニケー
ションをとることにより、発生した問題に対応するとともに、常にお客様の声に耳を傾けご要望にお応えしている、
貴施設の姿勢を示すことができます。

6. Expedia Group Media Solutions、「 旅行者マインド & 影響要因 2020-2021 」

旅行者が求めるものとは
自宅のように寛げる環境 
旅行者の滞在期間が長期化するとともに、家族全員で旅行
する傾向が強まっています。弊社が調査をしたところ、宿泊
施設が業績を伸ばすために取り組むべきポイントがいくつか
明らかになりました。例えば、お子様連れやペット同伴の旅
行者向けの設備・サービスの提供、旅行者が自宅で利用して
いるのと同等のテクノロジー設備などが含まれます。

期待通りの体験 
2021 年に入り、旅行者はこれまで以上に用心深く敏感にな
りました。また、ニーズにぴったり合った宿泊施設を探すため
に労を惜しみません。予約サイトに掲載している設備やサー
ビス内容をすべて、その通りに旅行者に提供することは必要
不可欠です。

積極的なコミュニケーション 
5 つ星レベルの好意的な口コミでも、また否定的な口コミで
あっても、旅行者が口コミを投稿するまでの経緯においてコ
ミュニケーションは主要な要素となっています。こうした傾
向の核心には、快適性と信頼を強く求める旅行者の心理が
あると考えられます。コロナ後、旅行者が信頼性の高い宿泊
施設を選ぶ傾向がさらに強まることはほぼ間違いありませ
ん (p. 31のグラフ参照). お客様の滞在中、継続的にコミュニ
ケーションを図ること、口コミに返信し問題に対処すること
は極めて重要です。

3 人 に 1 人
 ソーシャルディスタンス (身体的距離) 確

保のための対策やルール、安全衛生基準
などに関する目的地発の情報を求めている

旅行者の割合。6

コロナにより口コミはこれまで以上に重要に
なったと回答した旅行者の割合です。

40%

77%
宿泊先を予約する際はテクノロジー設

備が整った 施設を選ぶと回答した旅行
者の割合です。
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https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


年代別に見たストリーミング
サービスの重要性 :

ヒント
世界中でテレワークが一般化したことにより、人々はオフィスや自宅以外の様々な場
所でも働くことができるようになりました。これにより安定した Wi-Fi ネットワークの
必要性が益々高まっています。設備投資して、インターネット環境を整えてください。
また必要に応じてモバイルルーター (例 : Mi-Fi) などのバックアップ用機器を揃える
ことをお勧めします。本レポートの検索および予約のセクションにもある通り、 32% 
のお客様は高速インターネットを提供している施設により高い料金を払ってもよいと
考えています。設備投資をしても回収できる可能性は大です。

テクノロジー環境を整えましょう 
人々は旅行中もオンラインでつながっていたいと考えています。

施設の掲載ページに特定の設備を記載している場合は、必ずそ
の設備を宿泊者に提供してください。無料で使用できる携帯電
話の充電器など、ちょっとした心遣いが宿泊者の満足度を高めて
くれます。

旅行者の期待を超えるには 

旅行者にとって必須のテクノロ
ジー : 

1.	 高速インターネット
2.	 ストリーミングサービス (Netflix、Disney+、

Amazon Prime Video)
3.	 使いやすい場所に設置された USB ポート
4.	 非対面式のチェックイン
5.	 スマートホームスピーカー
6.	 ホームオフィス (プリンター、スキャナー)
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38%
Z 世代

42%
ミレニアル	
世代

41%
子供連れの
旅行者

42%
義理の両親を
同伴する	
旅行者

61%
メキシコの	
回答者



お子様向けの設備・サービスを提供 
旅行者は自宅にいるように寛げる宿泊先を探してお
り、85% が子供のいる家族向けホテルに改善の余地
があると回答しています。つまり家族向けの宿泊施設
には、旅行者の希望と現実の大きなギャップ、そして
向上の機会があるということです。子供連れの家族を
歓迎している宿泊施設に改善が望まれると答えた旅
行者の 71% は、本当に子供向けの設備・サービスが
充実している施設ならリピーターになると回答してい
ます。また 34% は宿泊期間を延長してもよいと回答
しています。

ペット向け設備・サービスを提供
ペット同伴の旅行がトレンドとなっていますが、
大多数 (94%) の旅行者は、ペットと宿泊可として
いる施設に改善の余地があると考えています。そ
のうち半数以上 (60%) は、本当にペットと快適
に過ごせる施設であればリピーターになると答え
ています。また半数近く (42%) が滞在期間の延
長も考えるとし、約 3 分の 1 (31%) が、1 泊あた
りの料金が高くなってもよいと回答しています。

このデータは、ホテルなど旧来の宿泊施設に関す
るリサーチから得たものですが、他のタイプの施
設にも当てはめて考えることができるでしょう。
お客様 (お子様やペットを含む) に快適にお過ご
しいただけるよう、設備を充実させ気を配れば、
宿泊者はその努力に気づき、リピート率向上の可
能性も高まります。

お子様歓迎のホテルに	
望まれる点 :

1.	 遊び場所 
2.	 キッズメニュー 
3.	 お子様向けアトラクションに関する情報
4.	 静かな客室 (バーやエレベーターから離れ
ている)

5.	 食料品の保管や食事の用意ができる場所 

Vrbo.com サイトで家族連れ
の旅行者が絞り込み条件とし
て頻繁に選ぶ設備7

1. プール
2. ホットタブ
3. インターネット / Wi-Fi

ペットと宿泊可のホテルに	
望まれる点 :

•	 ペット専用のトイレやプレイエリア 
•	 ペットの同伴が可能な共用エリア  

(客室以外) 
•	 中 ~ 大型ペットの受け入れ

297. Vrbo で宿泊先を探す家族連れ (子供 2 名以上、大人 2 名以上) の旅行者に関するデータ、2020 10 月 ~ 2021 年 4 月



清掃プロセスを更新し、目立たせましょう 
どちらの施設様も感染防止対策の一環として清掃や除菌プ
ロセスを強化し、徹底していらっしゃると思われます。今後
も引き続き同様の対策を実施していくよう、各地域の行政
機関は求めています。

弊社のリサーチによると、旅行者にとって清掃・除菌対策は
継続的に重要な要素となっています。貴施設が掲載ページ
で公にしている清掃プロセスを厳守し、お客様と従業員の
安全のために実施している対策についてお客様に知らせてく
ださい。施設内の各所に感染防止のための注意書きを掲示
することにより、お客様は安心して滞在を楽しめます。安全
衛生対策に関する情報を公開しアクセス可能にすることが、
予約増につながります。Expedia Group のデータ8 による
と、感染防止対策について具体的に書かれた口コミがある
施設は、そうでない施設より10% 高い販売室数を達成して
います。

308. Expedia Partner Solutions、「Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence ( Expedia Partner Solutions は、消費者信
頼感の向上を目的に何百万人もの旅行者の評価と口コミを提携施設に公開)」、2020 年 10 月

ヒント
Vrbo の「リスティング編集機能」 や管理画面 (Partner Central) の「メッセージテ
ンプレート」などのツールを通じて、貴施設がお客様の滞在中にどのような対策を実
施しているか分かりやすく説明し、お客様にご理解いただいてください。

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.vrbo.com/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


積極的に口コミ投稿を促し、しっかりと 
返信しましょう 
2021 年、旅行者にとって信頼感は重要な要素となっていま
す。明瞭なメッセージの発信と旅行者による好意的な口コミ
が信頼感を高めてくれます。

コロナ後、旅行者は信頼できる宿泊施設を再び予約します9

最近顕著になっているトレンドのひとつは、旅行者が口コミに対し施設
の思慮深い反応を望んでいることです。ほぼすべての旅行者 (91%) が、
施設のオーナーや管理者はネガティブな口コミに対して返信するべきだ
と回答しています。パートナー施設様が口コミに丁寧な返信メッセージ
を送ることにより、予約を検討している旅行者の好感度が上がり、貴施
設を予約する可能性が高まります。

心配のあまりネガティブな口コミに対し返信を思い留まるのは、得策とは
言えません。旅行者は口コミの中には好意的ではない内容のものがある
ことを理解しています。施設がそれにどう対応するかが重要な問題です。
ネガティブな口コミに対し施設ができることは何もないと答えた回答者
は、全体のわずか 9% です。つまり大半の人が、口コミへの対応次第で
施設は旅行者の信頼を取り戻すことができると考えています。

お客満足度の向上につなげることができるというのも、口コミに返信す
るもうひとつのメリットです。口コミを通して、それまで気づかなかった問
題に気づくこともしばしばあります。またその問題がリピート率を下げて
いた可能性もあります。本レポートでも明らかになったように、適切に対
応した結果、お客様の印象が好転し再予約につながる場合もあります。

9. Expedia Group Media Solutions、「 旅行者マインド & 影響要因 2020-2021 」

コロナにより口コミは	
これまで以上に重要に

なったと回答した	
旅行者の割合です。

40%

ホテル / リゾート

75%

50%

25%

バケーションレン
タル

友人 / 家族の家 クルーズ船

コロナ前

コロナ禍

コロナ後

ネガティブな口コミ
に返信する際の推奨
事項 :

1.	 返信メッセージで問題の解決
方法をお知らせする 

2.	 問題が解決されたことを示す
写真や証拠を添付 

3.	 誠意をもって謝罪
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https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


 

快適な環境の提供により 5 つ星の評価を集めた
ガーレットロッジ 

グラントさんとエイミーさんのキャビン、ガーレットロッジは Vrbo 利用者に人気のバ
ケーションレンタルです。人気の理由は、テネシー州のガットリンバーグのグレートス
モーキー山脈というロケーションばかりではありません。熱心な物件管理者であるふ
たりは、物件に滞在する家族連れや友人グループが寛いだ時間を過ごせるよう、工夫
し心を尽くしました。細かい気配りの甲斐あり、物件に滞在した旅行者たちからの口コ
ミ評価は、計 63 件、平均 4.9 点 (5 点満点) に上りました。

「快適な休日の家を提供するために、細かい点に気を配っています。キッ
チンには必要な物を一式揃え、Keurig (キューリング) のコーヒーマシン
やレギュラーコーヒー用ポット、電気調理鍋、乳幼児用の物をあれこれ用
意しています。ゲストの皆様に、何不自由することなくリラックスして休日
を過ごしていただくこと。私たちの願いはただそれだけです。」このキャビ
ンは、休日の大切な要素です。」

エイミー 様、グラント様
物件管理者 
アメリカ、テネシー州ガットリンバーグ

ケース 
スタディ
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ガットリンバーグで最高の景色 5/5
「シャーレービレッジの宿泊施設は、本当に抜群です。見渡す限りほぼ 180 度
のスモーキー山脈の絶景は圧巻。ベッドルームからロフトのゲームエリア、ホー
ムシアターにいたるまで、家中とても設備が充実しています。何よりも素晴らしい
のは、上下、両方の階にあり、建物をぐるりと取り囲んでいる広々としたデッキで
しょう。そこで食事をしたり、寛いだりできるんです。VRBO に掲載された写真は
美しいですが、このバケーションレンタルの実際の素晴らしさはそれ以上。是非、
ここに滞在してください ! きっと後悔しません。」



 

家族向けのリゾートホテルが宿泊者の期待を 
遥かに超えるサービスを提供
世界屈指の人気を誇る旅先にあるウォルト ディズニー ワールド リゾート スワン アン
ド ドルフィンは、家族連れの旅行者でいつも賑わっています。しかしコロナ禍で、旅行
業界が影響を受けウォルト ディズニー ワールド リゾートへの来訪者が減少すると、ホ
テルは困難に直面しました。
 
ウォルト ディズニー ワールド リゾート スワン アンド ドルフィンは Expedia Groupと
の提携事業を通して危機を乗り越え、しかも好業績を収めました。柔軟なキャンセル
ポリシーと、戦略的な割引価格、パッケージの提供、さらに格段上の設備やサービス
により、予約数は 2019 年比で 39% 増に伸びました。

このリゾートが家族連れに人気の理由 : 

• バス、水上タクシーによるディズニーのテーマパーク、アトラクションへの無料送迎
サービス

• 事前にゴルフ場の予約が可能
• チケットの購入や予約ができるチケットセンターが敷地内にある
• ディズニーテーマパークの駐車場の利用が無料
• 18 のレストランとラウンジのほか、ゲームルームも
• 敷地内のプール、ビーチ、レンタルボートなど
• 毎日、スケジュールされた時間に開催されるレクリエーション アクティビティーやイ

ンストラクターによるフィットネスクラス
• エプコットとディズニー・ハリウッド・スタジオが徒歩圏内

ケース 
スタディ
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予約が 2019 年より 39% 増加

大満足 5/5
「ロケーションも設備も、申し分ありません。ディズニーパークへの無料送迎サー
ビスはとても便利です。プールエリアとホテルの敷地がきれいなので、家族を連
れて行ったら大喜びするでしょう ! 客室に無料のコーヒーとミネラルウォーターが
あるのも、うれしいサービスです。手頃な料金でディズニーワールドを楽しみたい
旅行者にとっては、抜群のコストパフォーマンス !」



今後の展望
今後は明るい未来が待っています。人々は再び荷造りをして出かけられる日を
心待ちにしています。何か月も続いた自粛生活で、誰もが再び自由に行きたい
場所に行けるようになる日を待ち望んでいます。友だちや家族と再会し、近場
から遠い場所まで行動半径を広げ、新しい場所で働いたり、遊んだりできる生
活を取り戻したいと願っています。

多くの人が旅行を楽しみにする一方、検索、予約、宿泊に関する人々の行動パ
ターンは大きく変わりました。旅行者は不安を感じることなく、快適に過ごすこ
とができる場所と充分な広さを提供してくれる宿泊施設を求めています。

旅行者のニーズに応えようと努めることが、新たなビジネスの可能性を創出し
ます。その可能性とは、新たな方法で旅行者へサービスを提供することや、新規
顧客を獲得すること、リピート率を高めることだったりします。その可能性をそ
れぞれが追求することで、旅行業界の未来は切り開かれると私たちは考えて
います。業界の未来を切り開きましょう。

旅行者の声に耳を傾け、求めているものを探り、ニーズに応えるために工夫を
凝らし力を注ぐことにより、迅速で、安全かつ活気に溢れる旅行業界の新時代
が幕を開けると信じています。

用意はできていますか ?

提携施設様 :
Expedia Group の管理画
面 (Partner Central) にア
クセスしてください

バケーションレンタルのオー
ナー、物件管理者の皆様 :
Vrbo のダッシュボードにアクセ
スしてください
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https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://www.vrbo.com/pxe/feed/
https://www.vrbo.com/pxe/feed/


Expedia Group について
予約ひとつで世界がもっと身近に

世界70 か国以上で 200 以上の旅行サイトと 20 以上のブランドを展開する
Expedia Group のプラットフォームは、航空サービス、レンタカー、クルージング、
従来の宿泊施設、バケーションレンタルを提供するパートナーの皆様と、優良顧客
となる可能性が大きい旅行者の皆様をつないでいます。弊社がご提供する総合的な
データ分析力、卓越したサービス、先進的なテクノロジーを有効活用し業務を効率
化することにより、パートナーの皆様は、包括的かつ満足度の高いサービスのご提供
など、本来の大切な業務により多くの時間を費やすことができます。さらに強くつな
がり、可能性を広げ、困難を克服するために、そして何よりも世界中のすべての人が
旅行を通じて豊かな体験を得ることができるように、力を合わせましょう。
 

パートナーシップを結びましょう。

TM

TM

リサーチの方法 
リサーチ方法の詳細 :

エクスペディアの「2021 年に旅行者が求めるものとは 」リサーチは、Wakefield Research (www.
wakefieldresearch.com) が世界の主要マーケットである 8 か国を代表する旅行者16,000 名 (18 歳以上) 
を対象に実施しました。アメリカ、カナダ、メキシコ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、オーストラリアの各マー
ケットで、回答者の定数を 2,000 名とし、2021 年 2 月18 日から 3 月 4 日までの期間に、Eメールでアンケー
トへの協力をお願いした上でオンライン アンケートを行いました。データはそれぞれのマーケットの 18 歳以上
の旅行者の声を正確に反映するべくウェイトを調整して集計されました。

リサーチ結果は、サンプリング変動により異なります。変動の大きさは測定可能で、インタビューの数および結
果を占める割合により影響を受けます。本リサーチで実施されたインタビューについては、その結果の誤差 (増
減幅) は 100 分の 95 (95%) の確率で、全世界の人々を対象にインタビューを行った場合と比べ全体として 
0.8% 以内、各マーケットでは 2.2% 以内に留まります 。

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com
http://www.wakefieldresearch.com

