OVERVIEW

グローバルホテルのネクスト戦略

人材 確 保／次 世 代 向 け ブランド開 発

日本の先を行く観光大国アメリカ
次なるホテルの「課題」
と「戦略」
とは
篠田香子［ジャーナリスト］
ホテル業界は「民泊」を取り込み「OTA 」とも共存、将来予測される「IT 企業のホテルビジネス侵攻」が脅威に
米国では優秀な中間管理職とホスピタリティ現場の「人材確保」が急務となっている
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［図表 1］米国ホテルの主要経営指標と予測
（前年度成長比）
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「Rev+ 」も好評だ。今後これを多くのホ
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予約する時代となった。エクスペディア
では、宿泊者向けチェクインシステムに、
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ミレニアル世代向け
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インバウンド客減少

インフラ整備で歯止め

就任で海外事業が規制され、アジアな
ど50 軒近い海外ホテル案件を打ち切り、
国内事業に戦略を切り替えた。
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