イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

さて、今回はWWWを使うと便利な
旅行の予約を取り上げてみました。
これを参考にプランを練ってみては
いかがでしょうか？

みなさんは夏休み中、どこか旅行に
行かれましたか？ 編集部も、海に山
に、それぞれで短い夏休みを楽しん
でいたようです。

LIFE WITH INTERNET
通販生活 番外編 旅とグルメの達人●愚留目 都亜

【航空券からホテルの宿泊まで ラクラク予約で海外旅行】
6 月は日本でおとなしくしていた私たち夫

だ、ほとんどのブラジルの人たちはとても

ンタカー会社はハーツを使っています。あ

婦ですが、6 月末になると、いつの間にや

親しみ深く、笑顔で挨拶すると笑顔でこた

くまでも、予約方法の一例として読んでく

ら旅行の計画を練っていました。というわ

えてくれます。念のために付け加えておく

ださい。

けで、7 月は2 週間半ほど旅行に出かけま

と、日本がサッカーでブラジルに勝ったの

今や、インターネットを利用すれば、旅

した。

は、私たちが出国した後の話でした。もし

行に関するほとんどすべてのことを予約で

滞在中に勝っていたら、この連載は幕を引

きてしまいます。WWW ブラウザーが使え

いていたかも……なんてね。

て、E-mailの読み書きができれば、飛行機、

さて今回の旅行先はと言うと、私たち夫
婦にとって初めての南半球、ブラジルのリ

ホテル、レンタカーなど、なんでもOK で

オデジャネイロです。なぜブラジルのリオデ

また、ブラジルは物価も安く、地元の人

ジャネイロかと言うと、とにかく、丘の上

向けのレストランなら、3,000 円で2 人でビ

に立つキリスト像をこの目で見てみたかっ

ールを飲みながら食事をして、お腹いっぱ

たというのがその理由です。

いで食べ切れないで残す、といった感じで

その航空会社やホテル会社の予約センター

す。
通常、飛行機、ホテルなどの予約では、

計画を立ててから出発日までの間、仕事

す。旅行ガイドの古い情報を読んでいたの

に電話をするか、旅行代理店に依頼をしま

に追われていて時間が取れず、ブラジルの

で、当初はニューヨーク以上に危ないとこ

す。この場合、よほど根掘り葉掘りたずね

情報を集められませんでした。手に入れた

ろかと思っていたのですが、5 日たってみる

ないと、どのような料金のどのようなサー

のは、本屋で購入した某有名旅行ガイド2

と、また来たい街になってしまいました。

ビスが予約可能なのかをすべて知るのは困

種類です。しかし、どちらも情報の更新が

さて、今月のLife with Internet ですが、

難です。お客1 人の応対に、そう長い時間

そう頻繁でないのか、実際に行ってみると

特別編として私たち夫婦が旅行するときの

はかけられないのが普通だからです。これ

情報が古くてあまり役に立ちませんでした。

予約方法を紹介したいと思います。私たち

は、たずねる先の相手が「人間」であるこ

情報の新しさという点では、英語の本にな

は、予約にあたってインターネットと電話

とに問題があります。予約センターの担当

ってしまいますが、ロンリープラネットあた

の両方を使って情報収集し、コストパフォ

者が見ている予約システムの画面の情報の

りがいいと思います。

ーマンスを考慮して選択し、実際の予約を

すべてを、何の通訳もなしに見たいという

します。

のが私の本音です。そのためには、「人間」

サンパウロと違って、リオデジャネイロ
では東洋人は珍しい存在です。5 日間滞在

なお、利用している顧客プログラムの好

を相手にするより、「機械」を相手にした

しましたが、日本人には3、4 人、東洋人

みから、航空会社はユナイテッドを、ホテ

ほうがだいぶ楽です。そこで、インターネ

全体でも14、5 人しか会いませんし、街を

ル会社はハイアット、ウェスティン、ヒル

ットによる情報検索とオンライン予約とい

歩いていると結構ジロジロ見られます。た

トン、シェラトン、マリオットなどを、レ

うことになるわけです。
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先 月 の 成 果

S S S S S S S S S S S S

商品番号

42
番

商品番号

ドーム型テント
j http://www.webcom.com/
spryvent/

先月の最初の商品は、
「SpryVentures」のドーム型テントでし
た。6 月 24 日にファックスで注文後、すぐにE-mail
が送られてきました。それによると、倉庫の
棚卸しで少し時間がかかるとのこ
とでした。7 月18 日に商
品 が航 空 便 で
送 られてき
ました。 カ
ード決 済 は
まだです。

商品番号

44
番

43
番

ポケットバーナー
j http://www.ewalker.com/
adgear/adgear.htm

2 番目の商品は、
「Adventure Gear」のポケットバーナーで
した。6 月 24 日にファックスで注文後、最終確認のE-mail
が送られてきました。結局、商品は7 月
4 日に航空便（EMS）で送られて
きました。
商品の代金は29.95US ドルで送
料は19.50US ドル、計 49.45US
ドル、日本円で5,527 円でした。

商品番号

スイスアーミーナイフ
j http://www.airtime.co.uk/shop/
SwissArmyKnives/
3 番目の商品は、
「VICTORINOX」のスイ
ス・アーミーナイフです。6 月 20 日にWWW
で注文後、7 月 1 日にはイギリスから航空便
で送られてきました。支払い額は、送料込み
で43.75 ポンド、日本円で7,556
円でした。日本で同様のナイフ
を買うと、1 万円近くするの
で、お得な買い物といえる
でしょう。

45
番

L.L.Bean の救急セット
j http://www.llbean.com/

4 番目の商品は、
「L.L.Bean」の救急セットです。6
月 21 日に日本国内の受け付け電話番号へ注文の電
話をしたところ、6 日後の27 日に商品が
配達されました。送り元はア
メリカで、航空便（EMS）
を使っての配達です。商品
の代金は55.00US ドルで
送料は 1 9 . 0 0 U S ドル、
計 74.00US ドル、日本
円で8,212 円でした。
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番号

予約

1

番

D 「TravelWeb」のトップページ。ホ
テルチェーンを指定したり、場所を
指定して、ホテルの検索が可能。

ホテルの予約
j http://www.travelweb.com/

ここでは、以前このLife with Internet で

れます。あとは希望の部屋を選び、名前や

も紹介したティスコのTravelWeb を使った

クレジットカード情報を入力するだけで予

ホテルの予約を見てみます。TravelWeb を

約ができてしまいます。予約が成立すると、

以前紹介したときは、ハイアットのみの、

その旨を示すWWW が表示されるとともに、

それも情報提供だけでした。それが現在で

あとでE-mail で再度確認書が送られてきま

は、有名どころのホテルチェーンをだいた

す。もちろん、そのホテル（チェーン）が

い網羅し、独立系のホテルも加えて巨大な

発行した予約番号も表示されます。

データベースとなっています。また、その

また、予約のキャンセルもWWW からで

ほとんどのホテルが、WWW で予約ができ

きます。予約をキャンセルすると、ホテル

ます。

（チェーン）から発行されるキャンセル番号

予約状況の問い合わせをすると、現在予
約可能な部屋のタイプとその料金が表示さ

も表示されますので、キャンセルに対する
信頼性は高いと言えます。

F 今回宿泊予定の「Hyatt Key West」の
ページ。住所、電話番号などの情報のほ
かに、チェックイン／アウト時間、宿泊
料金、設備などがリストされている。
D 予約状況を見るには、チェックイン／アウ
ト日、人数、部屋の希望を指定する。また、
ホテルの顧客プログラムの会員番号や会社
契約番号などの入力も可能。検索後、予約
可能な部屋の料金とその部屋の説明がリス
トされる。特別なプロモーション料金があれ
ば、それも表示される。

A 希望の部屋を選んだら、この予約フォーム
に必要事項を記入し、
「Send Form」ボタ
ンを押せばよい。予約が受け付けられると、
その旨を示したページが表示される。

F 前のページで「See The Photo」
をクリックすると、このページが表
示される。ほかに、ゲストルームや
レストランの写真も見られる。
S 予約後、E-mail でも予約の確認書が
送られてくる。予約番号のほか、ホ
テルからのメッセージも表示される。
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ホテルを予約する時のポイント
オンラインで調べてから電話で予約するのが

センターの回答と同じ料金なのですが、3 泊で

満室と言われても、イージーセーバーでは予約

ベスト

調べると195 ドルとだけ表示されました（表1）
。

できることもあります。ただ、予約のキャンセ

うまくいけば、3 泊とも195 ドルで泊まれるか

ル時にキャンセル番号が表示されないので、本

WWW やオンラインサービスなどで空室状況と

もしれないと思い、WWW で予約しましたが、

当にキャンセルされたか不安になることがあり

予約可能な部屋の価格を調べ、その後、日本

予約確認書の注釈欄に、2 泊目からは215 ドル

ます。その場合はキャンセルの確認をする必要

の予約センターに電話をかけ、総合的に一番コ

になるとちゃんと書かれていました。

があります。

私たち夫婦がホテルを予約する際は、まず

L
L
E
E
T
T
O
O
HH

ストパフォーマンスがいいものを見つけます。な

TravelWeb で調べた後は、各ホテルチェー

お、旅行会社などに予約を依頼する方法もあ

ンのWWW ページをのぞきます。ハイアットや

るのですが、その場合、部屋の種類などが把握

ヒルトン、ウェスティンなど、その時々のプロ

できなかったり、予約が確定するまで時間がか

モーション情報をWWW で提供していますので、

センターへの電話です。クレジットカードやホ

かったりすることがあるので、基本的に私たち

それらをチェックするわけです。

テルチェーンの顧客プログラム会員向け、ある

日本の予約センターに電話で予約

オンラインでの情報収集の後は、日本の予約

いは日本向けの特別価格などの部屋の有無や、

は利用しません。さらに、日本で日本円で支払

今回のニューヨーク・ヒルトンがこの典型で

うクーポンシステムのようなものも利用しませ

す。なおこの予約は、日本の予約センターへ電

予約可能かどうかを聞きます。もし、それらが

ん。これは、あくまでも個人的な嗜好によるも

話をし、WWWで見た予約コードを伝えて行いま

予約可能で、オンラインで調べたものよりよい

のです。

した。

条件なら、その場で予約してしまいます。

イージーセーバーでオンライン予約

ール・ヒルトン・インがいい例で、ヒルトンの顧

今回、サンフランシスコで泊まったサニーベ

WWW からの予約はTravelWeb で

WWW で利用するのは、先のページでも紹介

WWW の後は、オンラインサービスのイージ

客プログラム会員が夫婦で宿泊する時は、シン

した「TravelWeb」です。私の経験から言う

ーセーバーで調べます。イージーセーバーの情

グル料金で宿泊できます。そこで、WWW など

と、部屋の価格や部屋の説明などの情報と、各

報は、結構興味深いものがあります。それは、

で得た価格情報をもとに、予約センターで予約

ホテルの予約センターへの電話で得られる情報

ホテルによって、WWW や予約センターで提示

をしたわけです。もちろん、予約センターで提

との整合性が一番高いと思います。さらに、プ

される価格との整合性がまったくないことがあ

示される1 名分の料金より、オンラインで2 名

ロモーション料金やコーポレート料金も表示さ

るからです。また、WWW や予約センターでは

分での予約をしたほうが安いこともありえます。

れるので、安い部屋が見つかる可能性も高いの
です。また、TravelWeb では、予約をキャン

ホテル名

セルした際にキャンセル番号が表示されますの

ハイアット・キーウェスト

TravelWeb 予約

イージーセーバー予約

電話予約

1 泊目 195 ドル
2,3 泊目 215 ドル

215 ドル

1 泊目 195 ドル
2,3 泊目 215 ドル

で安心です。
ニューヨーク・ヒルトン

今回の旅行では、キーウェストのハイアット
ホテルの予約をTravelWeb で行いました。

1 泊目

174 ドル

239 ドル

159 ドル
ヒルトン・ネットで見た特別料金

2 泊目 239 ドル（1 人）209 ドル（2 人）

サニーベール・ヒルトン・イン

TravelWeb で調べたとき、1 泊ごとでは、予約

2 人料金
1 人料金

160 ドル
145 ドル

2 人料金
1 人料金

160 ドル
145 ドル

145 ドル
会員夫婦同室料金

表 1 ：今回調べた宿泊料金例。

世界のモジュラージャック、プレゼント！
旅行前のある日、編集部に顔を出すとN

りました。それは、実際には今やほとんど見

編集長に呼び止められ、シリコンバレーに

かけない、昔の3 芯のコンセント形式をして

「Fry's」という、ある世界では超有名な電気
兼コンピュータ屋があるので、そこに寄って

いました。
今回、買ってきたのは、イギリス（2 つ）、

おもしろグッズを見つけてくるべし、という命

フランス、ドイツ、オーストラリアのもので

を受けました。

す。しかし、日本と同じように実際には古い

で、いろいろ検討した結果、電話用のモジ

形のもので、今や必要ないのかもしれません。

ュラー変換コネクターをいくつか買ってきま

そのときはご愛敬ということで。なお、イギ

した。Fry's では、15 か国ほどの変換コネク

リスのものは、現行のものだと確信しており

ターを売っていました。なんと、日本用もあ

ます。

このモジュラージャックをご希望の方は、巻末の
「読者カード」の記入欄9 にいずれかの国名を明記
してご応募ください。締め切りは9 月28 日到着分
まで。当選者の発表は、発送をもってかえさせて
いただきます。
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番号

予約

2

チケットの予約

番

j http://wheat.symgrp.com/playbill/html/home.html

次は、チケットの予約です。ブロードウ

これらのチケットを予約すると、最大でチ

ェイ･ミュージカルのチケットは、主に、ブ

ケット価格の50%の手数料が必要になりま

ロードウェイのある劇場グループがやって

す。70US ドルのチケット2 枚とすると、

いるテレチャージと、アメリカ全土のイベ

8000 円余りもの手数料です。WWW での

ントを一手に引き受けているチケットマス

予約なら、国際電話で直接テレチャージに

ターが取り扱っています。今回テレチャー

電話するより安く予約が可能ですから、利

ジがベータテストを始めたので、さっそく

用価値は十分あると思います。

チケットを予約することにしました。

D これが、最終的な注文用紙。チケッ
トは、劇場の窓口（Box Office）渡
しを指定すればよい。

ただ私の場合、持っているクレジットカー

サービス料としてチケット1 枚につき5US

ドの中に、フリーダイヤルでかけられるサ

ドルかかりますが、これはテレチャージへの

ービスデスクを持ち、手数料なしでチケッ

電話予約でも加算されるので、WWW での

トの予約をしてくれる会社があるので、実

予約と電話予約の料金は同じです。日本で

際にはこの方法が一番安いことになります。

D テレチャージの予約システムは、PLAY-

D これは、ある期間を指定して残席を見

BILL ON-LINE のWWW の中にある。

るときに利用するページ。曜日、昼夜
の別、席種で条件付けができる。

D しばらくするとE-mail で
確 認 書 が送 られてくる。
E-mail をプリントアウト
し、劇場の窓口へ持って
いくようにと書いてある
が、実際はクレジットカー
ドなど、本人を証明する
ものを見せるだけでチケッ
トが受け取れる。

A 予約可能な座席のうち、先に指
定した条件に見合ったものが表
示されるので、第三希望まで選
択すればよい。
F トップページで「Order TICKETS」を選択す
ると、予約可能な演目リストが表示される。
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飛行機のチケットを予約する時のポイント
直行便と乗り継ぎ便ではチケットの値段が違う

分のチケットがもらえる勘定となります。要す

たとえば、日本から南米へ行く場合の買い方

るに、夫婦あわせて36 万円出して、エコノミ

としては、日本から南米まで通しで買う方法と、

ークラスでのブラジル旅行と、ビジネスクラス

予約をする前に、料金や空き状況を再度、

アメリカまでのチケットとそこから南米までのチ

でのアメリカ旅行ができるわけです。最初に紹

確認しよう

ケットを別々に買う方法とがあります。単純に

介した、西海岸で切り分けて、航空会社も

私たち夫婦が格安航空券を利用して旅行す

安さを追求する場合は、後者の方法となりま

別々にする方法よりも、私たち夫婦にとっては

る際には、WWW やオンラインサービスを利用

す。特に、アジア系の航空会社の格安航空券

お得というわけです。

してフライトスケジュールと混みぐあいを調べま
す。その情報をもとに、旅行代理店に連絡を

で西海岸まで行き、そこから南米へは別のチケ
ットを買う、というのが一番安価になります。

ては、もの足りないと言えます。

オンラインで検索して電話で申し込むのがベスト

するわけです。

しかし、今回私たちが利用したのは、ユナイ

さて、オンラインでのフライト検索と料金検

また、格安航空券以外の場合は、JALNET

テッド航空のアメリカ経由ブラジル往復チケッ

索ですが、おすすめは先にも紹介したWWW の

を利用して直接予約することもあります。JAL-

ト、すなわち前者の「通し」のチケットです。

トラベロシティーやITN、オンラインサービスの

NET での予約が不可能なころは、イージーセー

この時期のユナイテッド航空の格安航空券の価

イージーセーバーやJALNET です。これらで検

バーを利用して予約をしていましたが、発券情

格をWWW や雑誌や電話で調べると、西海岸

索して情報を得た後、航空会社の予約電話や

報を入れるのに手間がかかっていました。トラ

往復約 11 万円、東海岸往復約 12 万円、南米

旅行会社に連絡を取ることになります。

ベロシティーやAMEX、ITN では、その場で発

往復約 18 万円という相場でした。すなわち、

トラベロシティーは、アメリカン航空系のセ

券するのが原則なので、発券情報を自分で入れ
られるJALNET がベストだというわけです。

アメリカ−ブラジル間の往復チケットが6、7 万

ーバーシステムを利用しているので、出てくる

以下で買えれば、別々に買ったほうが安くなり

情報はオンラインサービスのイージーセーバーと

航空会社ごとの特別料金のチケットを購入

ます。

同じになります。トラベロシティーでは予約でき

しようとしている場合、私は最終的にその航空

ます。

会社の料金課に確認の電話をします。セーバー

アメリカからブラジルへのチケットを探すの
に利用したのが、オンラインサービスのイージ

これに対してITN は、ユナイテッド航空系の

やアポロで表示されたデータと、航空会社のシ

ーセーバーとJALNET、それにWWW のトラベ

アポロ（ガリレオ）を利用してます。こちらも

ステム内のデータが違うことがありますので、こ

ロシティー（http://www.travelocity.com/）、

予約することが可能です。また、AMEX の

の確認は必須です。

ITN（http://www.itn.com/）です。これらの

WWW では、このITN を利用して予約サービス

サービスでは、フライトの予約状況やチケット

を行っています。

の価格などが検索できます。

また、残席についても同様です。イージーセ
ーバー、アポロ、JALNET などは、主な航空会

これらのWWW サービスのユーザーインタフ

社のシステムと接続されていて、残席が常に正

私たち夫婦は、ユナイテッド航空の顧客制

ェイスは、だれにでも理解できるように作られ

確に把握されている場合が多いのですが、それ

度、いわゆるFrequent Flyer Program に加入

ているので、初心者の人でも簡単に使えるはず

でも異なるデータが出ることがあります。最終

しているおかげで、夫婦でブラジルへ往復する

です。ただ、ある区間の航空券の種類と値段を

的な予約方法をよく考慮し、予約をするところ

と、日本からアメリカへのビジネスクラス2 名

検索したり、規則をくわしく知りたい人にとっ

での最終確認が重要だと思います。

レンタカーを予約する時のポイント
日本から海外のレンタカーを予約すると、安

特別料金を提供しています。今回総合的に判

社のみです。通常私たちが利用する場合は、こ

くなる場合がある

断して一番安いのは、日本ハーツの予約センタ

れらの会社にすべきだと思います。これらの会社

ーが教えてくれたこの特別料金でした。これは、

のWWW では、予約をオンラインでできる会社

ンシスコでレンタカーを利用しました。個人的

3 日以上7 日まで同一料金というもので、LDW

もありますが、主にアメリカ国内向けを意識し

な嗜好から、利用するのはいつもハーツレンタ

という保証制度も込みです。2 か所とも4 日の

ているところが多く、上記のような海外向けの

カーです。

レンタルだったので、4 日分のレンタル料と

特別料金を反映していない傾向が強いようです。

今回、マイアミ（キーウェスト）とサンフラ

私が通常取る方法は、まずイージーセーバー
でレンタカー料金を調べ、次に日本ハーツの予
約センターへ電話する、というものです。ハー
ツの場合、アメリカ以外の国の利用者向けに、

これまでに50 回弱、レンタルしましたが、イ

LDW を計算すると、この特別料金のほうが安
いというわけです。
海外旅行保険のレンタカー特約でカバーされ

ージーセーバーを利用して5 回程度予約した以外
は、すべて日本の予約センターでの予約でした。

るのは、アメリカとカナダの大手レンタカー会
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