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INSIGHT:
米国を中心とした旅行者最新動向



今後6ヶ月間の旅行者動向

パンデミック前に旅行をした消費者の多くが、
コロナウイルス感染症が落ち着いたことで
今後の旅行を前向きに検討しています。

Longwoods International American Travel Sentiment Study - Q1 2022

92%
の旅行者が、
今後6ヶ月間に旅行を予定

*旅行者＝パンデミック前に旅行をした消費者

（*4月時点）



Airline予約は+43％以上の増加

Source: Our Internal Data,2022 Q1

Hotels

Airlines

Travel Searches

8.5MM Bookings
in 2022 Q1
+36% increase YoY

7.6MM Bookings
in 2022 Q1
+43% increase YoY

5 MM+ Searches Weekly
in 2022 Q1

当社提供サービスの検索＆予約データが示すように、旅行への関心は
高まり続けており、旅行へのコロナの影響力は落ち着いています。
※Bookingデータは、毎月5日に当社の1st Party Dataである購入レシートよりアップデートして
算出したデータです。
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旅行の規制緩和に関する
GOOD NEWSが多数 !!



Inspiration & Research
インスピレーション＆検索

Admin & Preparation
手配 & 準備

Major 
Purchases

Key 
Purchases

Last 
Minute

1 month before2 months before3 months before4 months before5 months before6 months before

Source: Our Internal Data（14.02.22 - 13.03.22）Days before travel

旅行のConsumer Journeyはいつ始まる? 
消費者は、旅行日の約半年前から情報収集や予約を始め、旅行に関連する購買行動は直前まで続きます。

検索～準備フェーズ（6ヶ月前～）

購入フェーズ

スキーやキャンプなどアクティビティ関連の大型
商品の購入（Major Purchases）、次に日焼け止め
や脱毛などのパーソナルケア用品やサービスの購
入（Key Purchases）がみられます。
枕や変換器・アダプターは旅行直前に購入
（Last Minutes）される傾向にあるようです。

航空券の検索と購入が1番最初に行われ、
旅行日の約6ヶ月前から開始されます。

次にホテルや旅行先での過ごし方が調べ
られているようです。
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How to target travelers ?
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当社のMailデータでTravelerにリーチ 当社1st Party Data
活用ケース
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当社のMailサービスでは、40億を超えるEメールが毎日ユーザーに届き、
その90%以上が企業からのものです。
消費者の購入品やサブスクリプションなどPurchase receiptを活用できます。
→過去に航空券を購入した人、日本のチケットを購入した人にリーチ可能。

Purchase receipt
$13.5B / month

Email
137B/month

• 航空券の購入実績
• ホテル予約実績
• 日本食の予約実績

• Airlineドメインからの
Newsletter受信

• Travelメディアからの
メール受信

アジア旅行
興味関心ユーザー

セグメントソース例:
• サーチキーワード検索履歴
• メール内の航空券/ホテル決済データ
• 旅行関連サービスメール受信履歴
• アジア旅行関連コンテンツ閲覧履歴
など

セグメントソース例:
• サーチキーワード検索履歴
• メール内の航空券/ホテル決済データ
• 旅行関連サービスメール受信履歴
• 海外出張関連コンテンツ訪問履歴
かつ有職者
• 位置情報から特定した空港利用履歴
など

ビジネス利用
ユーザー

セグメントソース例:
• メール内の高単価商材決済者
• メールl内の高単価ホテル予約履歴
• クルーズ旅行,カジノ利用者
• 投資家
• 高級住宅街住居者、高収入ユーザー
など

Upper/Upper-Mid Class
ユーザー

旅行関心ユーザー



多種多様なロケーションデー
タを活用した位置情報セグメ
ント

多種多様なトラベル関連
データを活用

台湾、香港のトラベルデ
ータを活用

B2B関連データが豊富
幅広い興味関心データもあり

クレジットカード決済関連
データや位置情報など

多種多様なデータを扱うメジャーなデータプロバイダー
各社と連携

3rd Party Dataを活用しリーチを広げる

Advertiser 
CRM Audience

Advertiser 
Cookie information

ターゲットユーザー

興味関心セグメント
「旅行、日本」

トラベル関連
セグメント
「日本旅行」

クレジットカード
購入データ

「航空券、ホテル」

位置情報
「各国の空港」

コンテキスト
「旅行, 日本関連
キーワード」

CV拡張
Predictive
Segment

多種多様なデータを活用し、様々
な角度からターゲットユーザーへ
のアプローチ方法を提案します

接続DMP一部
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その他80以上のデータベンダーと接続しています。
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分析ツール “Audience Insight” を活用したご提案

日本行き航空チケット購入

日本の都道府県名・検索

分析対象の特定

Audience Insight Tool

● 広告掲載面

● アドフォーマット/
クリエイティブ

● KPI/効果測定

● LPへの訪問者

● クリエイティブ・
エンゲージメント

● 各種属性情報
● 閲覧サイト
● 旅行関連インサイト
etc..

例） 日本への旅行関心層者

or

＊日本への旅行者と広告反応層
との比較検証も可能

広告反応層を特定（事後）

属性の特徴把握（事前） Ad Solution

Next Action

Example

プロモーション実施後にユーザーの行動や興味を可視化し、
その後のアクションに繋げていきます。



Contact us
本ソリューションに関する詳細は、担当営業までお問い合わせください。

大野、砂見
<japan.outbound.sales@beboundless.jp>


