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要求が多い。現実的。せっか
ち。進取的。期待が大きい。

これらは、ミレニアル世代の人たちに貼られたレッテルのごく一

部です。しかし、これらは果たして合っているのでしょうか。そ

して、さらに重要なのですが、このような特質は、テクノロジに

精通した顧客や従業員である彼らの行動に、どのような影響を与

えているのでしょうか。

これは、ホスピタリティ業界にとって、明確な回答を必要とする

重要な問いです。1981年から1990年代後半にかけて生まれた人た

ちを総称してミレニアル世代と呼びますが、今や米国ではこの世

代が最も人口が多い世代です。8,300万人という数は、ベビー・

ブーマーやX世代も超え、年間推定2,000億ドルという大量の消費

を牽引しています。この大きなシェアは、ホスピタリティ業界に

も同様に割り当てられています。米国のミレニアル世代の77%が1
週間に1度以上レストランに行くと答えています。また今年は、ミ

レニアル世代1人当たり平均で3,900ドルを旅行に費やすと予測さ

れています。*

彼らを顧客として取り込むためだけでなく、従業員としての能力

を高めて優れた顧客サービスを実践してもらうためにも、この世

代の行動を詳しく理解することが極めて重要です。ミレニアル世

代がテクノロジをどのように使用したいのかをより良く理解する

ために、Oracle Hospitalityは『ミレニアル世代とホスピタリティ: 
サービスの再定義』の制作を依頼しました。独立調査会社による

このグローバルな調査は、過去5年以内にホスピタリティ業界に従

事したことのある人たちを含む、8か国の9,000人以上を対象に実

施されました。調査では、モバイル・デバイスの好み、ホテルや

レストランでのテクノロジの使用、将来への期待など、幅広いト

ピックに関して回答が集まりました。さらに、今日のホスピタリ

ティにおけるテクノロジの現状や改善のための提案など、率直な

意見を求めました。

Oracle Hospitalityでは、これらの回答を共有することで、当社の

お客様がミレニアル世代のニーズを満たすサービスを展開し、向

上させていけるよう手助けすることを目指しています。

*『American Millennials, Deciphering the Enigma Generation』より引用

http://barkley.s3.amazonaws.com/barkleyus/AmericanMillennials.pdf
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サービスの再定義とは

ホテルでのリラックスした快適さを提供する場合でも、飲

食店での迅速で効率的なサービスを提供する場合でも、私

たちの業界の基本は、すべてのお客様に素晴らしいサービ

スを提供することです。これまでは、サービスが、業界内

でのテクノロジの使用方法を定義してきました。しかし、

テクノロジの飛躍的な進歩(特にモバイルの先端技術)によ

り、今では、どのような運営形態においても、テクノロジ

が、サービスの提供方法を定義するようになっています。

至るところで使われているスマートフォンから最新のApple 
Watchまで、モバイル・デバイスは、ミレニアル世代に何

でもできる力を与え、叶えられないことはないという期待

を抱かせています。しかし、それらの力を持ってしても、

意外にもモバイル・デバイスはミレニアル世代のすべての

ソリューションにはなっていません。彼らはさらに、個人

的な対応も望んでいます。そしてそれこそが、ホテル経営

者と飲食事業者が掴まなければならない空前の機会なので

す。テクノロジに「人間味」を加味することで、サービス

を再定義し、最も影響力のある顧客のロイヤルティを勝ち

取ることができるのです。
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概要

ミレニアル世代(および彼らのテクノロジの使用法)は、単純な既成

概念ときちんとした分類を否定するものです。個々人の要求と期待

を満たす必要性は、世界中のホスピタリティ事業者が、競争力を維

持し、個々に合ったサービスを提供することでもたらされる収益の

機会を最大化するために、達成しなければならない課題です。 

このレポートによって、ミレニアル世代の独自性が浮かび上が

り、彼らに関する間違った認識に気付き、彼らにサービスを提供

するために最も効力のある戦略が見えてきます。以下に、念頭に

置いておくべき4つの重要な事柄を示しておきます。

1  ミレニアル世代によるホテルやレストランでのモバイル・デバ

イスの使用は、おそらく業界の多くの人が考えているよりも広

範に渡っています。ミレニアル世代の39%が飲食をモバイル・

デバイスで注文した経験があり、1/5がスマートフォンを使って

ホテルにチェックインしたことがあると答えています。多くの

場合、特にレストランやホテルのルーム・サービスでのロイヤ

ルティ・プログラムで、ミレニアル世代はスマートフォンやタ

ブレットをもっと使いたいと思っています。これは、彼らの要

求が現在のサービスの可用性よりも先んじていることを示して

います。 

2  ミレニアル世代とモバイル・デバイスの関わりが強いことは明

白ですが、全員がそうであるわけではありません。言い換えれ

ば、ミレニアル世代の大部分がなおも「人間味」を好み、レス

トラン、バー、コーヒー・ショップ、ホテルを訪れた際にパー

ソナルなサービスを求めています。すべての顧客のニーズに適

合させるためのバランスが重要です。

3  モバイル・テクノロジのパワーは、消費者の期待を根本的に変

えようとしています。そのような変化によって、サービスは、

ミレニアル世代一人一人の好みに基づいた選択肢、スピード、

パーソナライゼーションを提供するものに、再定義を迫られて

います。従来は、サービスが、特定のサービス運営においてテ

クノロジを使用する方法を定義していました。現在では、ホス

ピタリティ事業者がサービスを見直し再定義するために、モバ

イル・テクノロジが必要とされています。 

4  今日の市場では、先例のない数のサービスとその選択肢を効

率的に作成、提供、管理することが求められます。そのような

課題を克服するには、先駆のソリューションが必要です。つま

り、サービスを進化させ、たゆまなく変化する顧客のニーズを

満たすための俊敏性を備えた、クラウド対応の統合テクノロ

ジ・プラットフォームとハードウェアです。
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スマートフォンはミレニアル世代の間で
はあまねく普及しています。タブレット

はそれにはまだ及んでいません。

モバイル・デバイスがミレニアル世代にとって売買のツールとなっていることは驚くに値し

ません。彼らは、スマートフォンを持たずには外出できません。ただし多くの場合、嗜好に

は地域的な差もあります。たとえば、スマートフォンはミレニアル世代の間では当たり前の

もので、87%が毎日使うと答えています。それに比べて、iPadやタブレットは、私たちが予

期していたよりもずっと少なく、毎日使うと答えたのは37%でした。PCやMacはなおも重

要です。72%が毎日ノートブックを使用しているとのことです。そして、英国では、調査

参加者の10%が何らかのスマート・ウォッチをすでに持っていると答えています。オース

トラリアとメキシコでも同様の結果で、ウェアラブル・テクノロジが注目に値するものとな

りつつあります。

スマートフォン

 

ドイツ 93.3%

英国 92.2%

ブラジル 90.6%

米国 89.1%

オーストラ

リア

88.2%

フランス 87.9%

メキシコ 87.7%

日本 72.2%

iPadまたはその他の

タブレット

 

メキシコ 46.9%

英国 46.1%

オーストラ

リア

40.6%

米国 39.8%

ドイツ 36.9%

フランス 36.1%

ブラジル 32.8%

日本 15.3%

デスクトップ・コン

ピュータ

 

ブラジル 62.1%

メキシコ 53.4%

オーストラ

リア

43.9%

ドイツ 42.4%

フランス 38.7%

米国 37.9%

英国 35.5%

日本 31.1%

ノートブックPC

 

フランス 78.8%

オーストラ

リア

76.2%

メキシコ 75.1%

ドイツ 73.9%

英国 73.5%

米国 73.0%

ブラジル 67.3%

日本 62.3%

Appleウォッチまた

はその他のスマー

ト・ウォッチ
 

英国 9.2%

オーストラ

リア

8.6%

メキシコ 8.3%

米国 7.8%

ブラジル 7.0%

ドイツ 4.8%

フランス 3.6%

日本 2.4%

該当なし

 

日本 0.9%

英国 0.6%

メキシコ 0.6%

フランス 0.6%

オーストラ

リア

0.5%

米国 0.5%

ブラジル 0.2%

ドイツ 0.2%

質問:     あなたのテクノロジの活用方法を思い浮かべてくださ
い。これらのうち、毎日使用するものはどれですか。

発見

1
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すでにモバイルでロイヤルティ
を管理している回答者

モバイルでロイヤルティを管理したいと 
思っている回答者

ミレニアル世代とモバイル・デバイスによるロイヤルティの管理

ミレニアル世代は、モバイル・デバイス
を使って飲食事業者からのロイヤルティ

を得たいと思っています。

飲食業界では、長年にわたり、ミレニアル世代がパーソナライズされたサービスに留まら

ず、もう一歩踏み込んだサービスを求めているであろうと予測されていました。調査では、

この予測が的を射たものであったことが判明しました。ミレニアル世代の52%が、モバイ

ル・デバイスを使って、レストラン、バー、コーヒー・ショップが提供するロイヤルティ・

プログラムを利用したいと思っています。スマートフォンでロイヤルティを管理したいと

思っている人の数と、実際にそれを行えている人の数には大きな隔たりがあります。 

これは、飲食事業者にとって、大きな機会があることを示しています。ミレニアル世代は、

自分を知ってもらうことの見返りにデータを共有することには抵抗がありません。これは、

彼らの行動に関する重要な情報を収集したり、平均注文数を増やすために的を絞った販売促

進を行ったり、リピーターを刺激する特別なゲスト・エクスペリエンスを提供したりできる

ことを意味しています。 

0 1010 2020 3030 40 50 60 70

ブラジル

メキシコ

フランス

イギリス

アメリカ

オーストラリア

日本

ドイツ 13.90% 44.28%

20.38% 45.54%

15.58% 46.35%

23.20% 51.68%

16.83% 53.27%

12.47% 58.46%

14.97% 57.54%

14.11% 61.88%

52％
モバイル・デバイスでロイヤ
ルティを管理したいと思って
いるミレニアル世代の割合

発見

2



ミレニアル世代とホスピタリティ: サービスの再定義   |   oracle.com/hospitality 7

ミレニアル世代はモバイル・デバイスを
使って飲食を注文したいと思っており、
いくつかの国ではすでに1/3強がその経験

を持っています。

ミレニアル世代の半数以上(51%)が出先でデリバリを利用したり、持ち帰りを注文したりで

きるようになることを望んでおり、41%がさらに自由に、たとえば、実際にレストランに

いながらの注文にもモバイル・デバイスを使用することに関心を示しています。 

しかし、ここで最も興味深いのは、米国、英国、ドイツのミレニアル世代の39%がすでに

モバイル・デバイスを使ってデリバリ/持ち帰りを注文したことがあると答えていることで

す。これは、モバイル注文の需要があり、スマートフォンでの注文が可能であれば、消費者

はそれを利用するということを示しています。 

この回答でもう1つ重要なことは、スマートフォンでの注文の需要がミレニアル世代の間で

一様ではないということです。直接対面で注文したい人も相当数存在し、彼らはその過程で

すばらしいサービスを期待しています。

日本

ブラジル

フランス

メキシコ

アメリカ

オーストラリア

イギリス

ドイツ

0 1010 2020 3030 4040 50 60 70

39.4% 64.8%

38.7% 59.1%

35.5% 56.8%

38.5% 56.0%

19.2% 53.3%

18.4% 51.8%

18.8% 46.2%

9.1% 18.0%

モバイル・デバイスを使ってデリバリ/
持ち帰りを注文したことがある回答者

モバイル・デバイスを使ってデリバリ/持ち帰
りを注文したいと思っている回答者

39％
すでにモバイル・デバイスで
食事を注文しているミレニア

ル世代の割合

発見

3
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モバイル・デバイスを使った支払いの需
要は国によって異なります。

全体的には、調査回答者の39%がスマートフォンまたはタブレットで支払えるようになるこ

とを望んでいます。ただし、その数は国によって大きく異なります。日本でこのサービスを

望んでいるのはわずか19%であるのに対して、ブラジルとメキシコでは、それぞれ55%およ

び53%と最も高い需要を示しています。モバイルでの支払いへの関心は、米国(44%)と英国

(43%)でも同程度となっています。 

注文傾向と同様、モバイルでの支払いはすでに始まっています。米国のミレニアル世代の

29%が、モバイル・デバイスで飲食代の支払いをしたことがあると答えています。

これについてもまた、願望と実際の機会の間にギャップがあります。米国のミレニアル世代

の44%がモバイル・デバイスで支払いたいと希望している一方、実際に支払ったことのある

人は29%でした。

日本

フランス

ドイツ

イギリス

アメリカ

オーストラリア

メキシコ

ブラジル

0 1010 2020 3030 40 50 60

22.5% 55.1%

22.5% 53.4%

23.6% 44.2%

28.7% 43.6%

21.7% 42.6%

15.6% 29.1%

13.9% 24.0%

6.6% 19.3%

モバイル・デバイスで支払ったこと
のある回答者

モバイル・デバイスで支払いたいと思っている回
答者

29％
モバイル・デバイスを使って飲
食代を支払ったことがある米国

のミレニアル世代の割合

発見

4
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予測通りの結果: ミレニアル世代はレスト
ランでの注文にスマートフォンを使って

もいいと思っています。

レストラン、バー、またはコーヒー・ショップに入ると、ほとんどのミレニアル世代は何か

しらのデバイスを操作しています。良い悪いは別にして、そのような行動はほぼ世界中で共

通のものとなっています。レストランやその他の飲食事業店でモバイル・デバイスを使用し

ないと答えた調査参加者は、わずか6%です。しかし、驚きに値する例外が1つだけありま

す。それは、日本のミレニアル世代の19%が、そのような場所ではモバイル・デバイスを

使用しないと答えていることです。日本の反対側に位置するブラジルとメキシコのミレニア

ル世代の場合は、スマートフォンをしまっておくことは決してないようです。レストランで

モバイル・デバイスを使用しないと答えたのは、わずか1%～2%でした。

ブラジル日本ドイツフランスメキシコ オーストラリアイギリスアメリカ

5.0 %

4.2 % 4.4 %

1.8 %

7.6 %

6.2 %

19.3 %

1.4 %

意見:     レストラン、コーヒー・ショップ、バー、競技場では
スマートフォンを使わない。

発見

5

94％ レストランでスマートフォンを
使用するミレニアル世代の割合
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ミレニアル世代はすでにホテルとのやり取り
にモバイル・デバイスを使用しています。

部屋を予約する。Wi-Fiに接続する。ルーム・サービスを注文する。活動の種類や頻度は

様々でしょうが、間違いなく、すべての国のミレニアル世代が、自分が選択したホテルの主

要な機能を、モバイル・デバイスを使用して利用しています。予測通りですが、彼らのホテ

ルでの最も一般的な活動はインターネットに接続することです。ホテル内でモバイル・デ

バイスを使用するミレニアル世代の82%が、Wi-Fiに接続すると回答しています。国によっ

て違いはありますが、Wi-Fiはかなり普及しています。日本の59%が最も少なく、メキシコ

の89%が最も高い値です。米国では84%です。しかし、もっと興味深いことに、調査の結

果、ミレニアム世代はより重要なタスクにますます関心を寄せているか、少なくとも経験し

始めていることがわかりました。

 + 20%が、モバイル・デバイスを使ってホテルにチェックインしたことがあると回答して

います。

 + 46%が、モバイル・デバイスを使ってホテルの部屋を予約したことがあります。

 + 56%が、ホテルのWebサイトを閲覧したことがあります。

発見

6

ホテルのWi-Fiに接続

 

メキシコ 89.9%

ドイツ 88.8%

ブラジル 86.0%

米国 84.2%

オーストラ

リア

80.3%

フランス 80.3%

英国 80.1%

日本 59.7%

チェックイン

 

ブラジル 26.4%

メキシコ 24.2%

米国 24.1%

オーストラ

リア

23.9%

英国 21.5%

日本 13.0%

フランス 12.5%

ドイツ 11.3%

部屋の予約

 

日本 59.2%

オーストラ

リア

52.0%

メキシコ 50.8%

英国 46.8%

米国 44.7%

ブラジル 41.9%

フランス 38.1%

ドイツ 37.6%

ホテルのWebサイト

を閲覧

 

オーストラ

リア

64.9%

英国 59.2%

メキシコ 58.0%

ドイツ 57.8%

米国 55.2%

日本 53.3%

フランス 50.4%

ブラジル 50.2%

ミレニアル世代による、モバイル・テクノロジを活用したホ
テルのサービスの利用

20％
ホテルでモバイル・デバイスを使用
したことがあるミレニアル世代のう
ち、チェックインに使った人の割合



ミレニアル世代とホスピタリティ: サービスの再定義   |   oracle.com/hospitality 11

ただし、その他のサービスにはモバイル
からアクセスしていません。

ミレニアル世代がモバイル・デバイスをタップしてホテルに接続し、サービスを利用するこ

とは一般的ですが、一部の活動にはモバイルをほとんど使っていません。たとえば、モバイ

ル・デバイスでルーム・サービスを注文したことがある人はたったの12%です。スパでの

マッサージやその他のサービスを予約したことがある人は6%、ホテルのモバイル・アプリ

を使用したことがある人は13% でした。

しかし、自由形式の回答からは非常に興味深いことがわかります。ホテルでモバイル・デバ

イスを使って利用したいその他のサービスを尋ねたところ、ルーム・サービスが一番多かっ

たのです。

さらに、ホスピタリティ業界で従事したことのある回答者の多くが、自分の雇用主は顧客へ

のテクノロジ関連サービスをもっと促進する必要があると回答しています。ホテルおよびレ

ストランはアプリの開発に時間とリソースを割いていますが、それらのマーケティングにも

力を入れる必要があるのではないでしょうか。

発見
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ルーム・サービスの

注文

 

ブラジル 16.1%

メキシコ 15.8%

オーストラ

リア

13.7%

英国 11.4%

米国 11.1%

日本 7.5%

フランス 7.3%

ドイツ 7.0%

ホテルのモバイル・

アプリの使用

 

メキシコ 17.8%

ブラジル 15.0%

オーストラ

リア

15.0%

米国 13.3%

英国 13.2%

ドイツ 10.9%

フランス 8.0%

日本 5.6%

スパやゴルフなど施

設内サービスの予約

 

オーストラ

リア

9.0%

英国 8.7%

ブラジル 8.0%

メキシコ 8.0%

米国 7.8%

フランス 6.5%

日本 5.8%

ドイツ 5.7%

ミレニアル世代による、ホテル内でのモバイル・テクノロジ
の活用

将来、ホテル内でテクノロジを他のどのようなかたちで活用したいですか?

このレポートの裏にすべての回答を記載しています。 

1 ルーム・サービス 
2 より快適なWi-Fi 
3 ホテル提供のテレビ/映画の視聴 
4 テレビ/スピーカへのデバイス接続 
5 チェックイン/チェックアウト 

6  飲食の注文 
7  ホテル外の施設とアクティビティの予約 
8 エンターテイメントの制御
9  部屋への入退室
10 ホテル内の施設とアクティビティの予約
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ミレニアル世代はホテル内で自分のメディ
アにアクセスしたいと思っており、それに
は料金を支払ってもいいと思っています。

メディアの選択とホテルでの使用を評価した場合、ミレニアル世代のカスタマイズの嗜好は

真に明白です。簡単に言えば、彼らはその両方で最高のものを求めています。つまり、ホテ

ルのテレビやオーディオに接続して自分の所有する音楽や映像にアクセスできることと、ホ

テル所有のコンテンツをタップするオプションが得られることの両方です。 

全体では、ミレニアル世代の55%がホテルの部屋で自分のモバイル・デバイスを接続して

エンターテイメントを楽しみたいと思っています。 これを最も強く求めているのは日本人

(76%)で、ブラジル人が最も少ない値(44%)でした。ホテルが提供するコンテンツへの料金

支払いをいとわないと回答したのは、調査回答者の11%のみでした。 

ただし、ホテル内の有料メディア・コンテンツ需要がないわけではありません。ミレニアル

世代の36%が、自分が所有するエンターテイメントにアクセスできて、かつ、有料の音楽、

映画、テレビを選べることができればよいと思っています。この柔軟性を提供することによ

り、ホテル経営者は有料メディアの売上を増やすことが可能です。

ホテルの部屋のテレビやオー

ディオに自分のデバイスを接

続して、自分が所有する音楽

や映像コンテンツにアクセス

したいと回答した人

 

米国 56.0%

英国 52.6%

オーストラリア 46.4%

メキシコ 46.5%

フランス 61.8%

ドイツ 54.7%

日本 76.0%

ブラジル 44.1%

ホテルが提供するテレビ、映

画、音楽、コンテンツにアク

セスしたいと思っていて、そ

れには料金を支払ってもよい

と回答した人

 

ドイツ 13.5%

ブラジル 12.7%

メキシコ 11.7%

英国 10.9%

フランス 10.0%

オーストラリア 10.0%

米国 8.2%

日本 6.8%

どちらのオプションもほしい

と回答した人 

 

 

 

 

オーストラリア 43.6%

ブラジル 43.2%

メキシコ 41.8%

英国 38.7%

フランス 36.5%

ドイツ 31.8%

米国 28.2%

日本 17.2%

発見
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36％
有料メディアまたは自分のメ
ディアを利用できるオプション
を望むミレニアル世代の割合
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ホスピタリティ業界で働くミレニアル世代:   
1/3以上の人が、自分の雇用主はもっとう
まくテクノロジを活用できるはずだと

思っています。

同業者には内情がわかります。ホスピタリティ業界に従事したことがあるミレニアル世代

は、自分の雇用主が自分と同世代の人たちに対してサービスを提供する取り組みを的確に評

価できるでしょう。勤務先のテクノロジの使用に関する質問には、過去5年以内に当業界で

働いたことのあるミレニアル世代の1/3以上(36%)の人が「悪い」という厳しい評価を下して

います。最も手厳しいのはドイツのミレニアル世代で、48%が自分の雇用主のテクノロジの

使い方がお世辞にもよいとは言えないと回答しています。

 ドイツ   46.6%

 日本   44.9%

 ブラジル   37.1%

 英国   35.4%

オーストラリア   35.3%

 メキシコ   33.6%

 米国   32.5%

 フランス   21.3%

意見:  「彼らはテクノロジを活用できていなかった」

発見
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あなたの元勤務先はテクノロジの活用法をどのように 
改善できたはずだと思いますか?

1   ハードウェア/ソフトウェアの新規

インストールまたはアップデート 
2 より快適なWi-Fi 
3 顧客のフィードバック 
4 マーケティング/CRMの導入

5 注文用デバイス/アプリの設置

6   勤務表/シフトのスケジュー

ル作成システム 
7  ソーシャル・メディアを使ったキャンペーン

8 コミュニケーション

9 アプリの導入

10  注文システムのアップデート
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ホスピタリティ業界で働くミレニアル世代:   
テクノロジに関する従業員からのフィー
ドバックを歓迎していたと見られる雇用

主は15%のみでした。

ホテルおよびレストランの従業員のうちのかなりの人数をミレニアル世代が占めていること

を鑑みれば、雇用主がテクノロジに関して彼らに意見を求めなかったことは怠慢に他なりま

せん。過去5年以内に当業界で働いたことのあるミレニアル世代のうち、雇用主がフィード

バックを歓迎していたと回答したのは、たったの15%でした。テクノロジに関して最もよ

く従業員に意見を求めていたのは、米国のホスピタリティ事業者です。世界中のホテル経営

者がゲスト・サービスを向上させるためにこれを導入するのはたやすいことです。そうしな

ければ、ブランドのダメージやビジネスの喪失といった損失を招くリスクがあります。

 米国   18.1%

 オーストラリア   17.7%

 ブラジル   17.7%

 メキシコ   16.3%

 英国   14.8%

 ドイツ   12.5%

 フランス   11.7%

 日本   6.8%

テクノロジなどに関して全従業員からのフィードバックを歓
迎しているホスピタリティ事業者の割合

発見
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ホスピタリティ事業者はテクノロジの活
用法をどのように改善できるでしょうか?

9,000名を超える回答者に、次の3つの自由回答形式の質問に
も答えていただきました。

1  レストラン、バー、コーヒー・ショップ、競技場で、テク
ノロジを他のどのようなかたちで活用したいですか?

2  将来、ホテル内でテクノロジを他のどのようなかたちで活
用したいですか?

3  あなたの元勤務先はテクノロジの活用法をどのように改善
できたはずだと思いますか? 

以下のページに、回答の要約を記載しています。
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上位40個の回答

質問1: レストラン/バー/コーヒー・
ショップ/競技場で、テクノロジを他の
どのようなかたちで活用したいですか?

質問3: あなたの元勤務先はテクノロジの
活用法をどのように改善できたはずだと
思いますか?

質問2: 将来、ホテル内でテクノロジを他
のどのようなかたちで活用したいですか?

 トピック
注文 

より快適なWi-Fi(つながること、スピード、料金) 

デバイスまたはアプリからの注文

メニューと価格に関する情報 

栄養素と材料に関する情報 

注文のカスタマイズまたは変更 

レビューの書き込み/閲覧 

サービスが必要な場合の従業員への通知 

テーブルの予約

キャンペーン/割引へのアクセス 

支払いシステムに対する改善 

飲食の注文の追跡

音楽の視聴または制御

注文を待つ間のゲーム・プレイ 

テーブルのレイアウトと空きのチェック 

ソーシャル・メディアへの投稿/写真の共有

他の客とのやり取り 

サービスについてフィードバックを残す 

ロイヤルティ・プログラムへのアクセス 

待ち時間の追跡

飲食の事前注文

一般的な情報へのアクセス 

レストラン、バー、コーヒー・ショップへの充電用ポート設
置 

テクノロジを使用して写真を撮る 

ハードウェア/デバイスの提供

テレビ/ビデオの視聴

対話式のメニューの使用 

テクノロジを介した従業員とのコミュニケーション 

デバイスまたはアプリを使った支払い

テクノロジを介したエンターテイメントの提供 

料理人が料理を作っているところを見る 

メールとメッセージ 

食事のデリバリの注文 

デバイスまたはアプリを使ったチップの支払い 

テクノロジを使用したカスタマ・エクスペリエンスの評価や
投票 

競技場/コンサート場でのビデオの視聴

料金の前払い 

競技場/コンサート場での飲食の注文 

外部のアクティビティに関する情報 

テクノロジを使用した割り勘計算

 トピック
ルーム・サービスの注文 

より快適なWi-Fi(つながること、スピード、料金) 

ホテル提供のテレビ/映画の視聴 

自分のデバイスからテレビ/スピーカへの接続 

チェックイン/チェックアウト 

飲食の注文 

外部のアクティビティ情報へのアクセス 

入退室へのデバイス使用 

すべてのエンターテイメント設備を制御 

ホテルの部屋を予約

ホテルの部屋の温度を調整

ホテル内の施設とアクティビティへのアクセス 

施設とホテル内のアクティビティの予約

部屋のライトの調整 

部屋で音楽を制御/視聴 

支払いに関するテクノロジ 

テクノロジを介した従業員とのコミュニケーション 

ホテルに関する一般的な情報へのアクセス 

外部のアクティビティの予約

ホテル提供のハードウェアの使用 

ホテルのキャンペーンへのアクセス 

ゲーム・プレイ 

ホテルに関するレビューの書き込み/閲覧 

ロイヤルティ・プログラムへのアクセス

部屋での通話サービス/スカイプの利用 

カスタマ・エクスペリエンスについてフィードバックを残す 

レストランの予約 

ホテルに関する情報アプリのダウンロード

友人や家族とのコミュニケーション 

カーテンとブラインドの調整 

ソーシャル・メディアへのアクセス

エクスペリエンスをパーソナライズするための特別なリクエスト 

テクノロジを使用した浴室や寝室の設備調整 

ホテルのアクセシビリティや操作性の改善 

テクノロジを介したエンターテイメントの提供 

スマートフォンをコントローラとして使用(具体的に指定はなし)

デバイス/アプリを介した地図や交通情報の提供 

テクノロジを介した他のゲストとのやり取り 

ホテルが供給する充電用ポート 

自動アラーム/モーニング・コール

 トピック
ハードウェア/ソフトウェアの新規インストールまたはアッ
プデート 

より快適なWi-Fi(つながること、スピード、料金) 

顧客がフィードバックを提供するためのテクノロジ 

一般的なマーケティング/CRMの導入

注文用デバイス/アプリの設置 

勤務表/シフトのスケジュール作成システム 

ソーシャル・メディアを介したキャンペーンをサポートす
るためのテクノロジ 

一般的なコミュニケーションに役立つテクノロジ 

アプリの導入

注文システムのアップデート 

顧客がテクノロジを介してレビューを書けるようにする 

Webサイトを構築して、オンラインでも存在感を示す 

従業員同士の一般的なコミュニケーションのためのテクノ
ロジ 

テクノロジの実装(現在は使用されていない)

支払いをデバイスまたはアプリで行えるようにする 

厨房へのテクノロジの導入

予約システムの導入 

事務管理関連テクノロジの導入 

POSシステムの設置 

テクノロジの操作性/アクセシビリティの向上 

顧客が使用できるハードウェア/デバイスをもっと供給する 

支払い方法の改善 

オンライン注文テクノロジの改善 

支払いシステムのアップデート

従業員と顧客のためのライブ・チャット 

テクノロジの活用方法に関する従業員教育 

従業員の給与支払いを体系化する 

テーブルの準備ができたら顧客に通知するためのテクノロ
ジ 

ルーム・サービスのテクノロジの改善 

チェックイン/チェックアウトのテクノロジの導入 

非接触型の支払い 

テクノロジを使用したイベント計画支援 

メニューと値段の情報をより明確にする 

顧客のためのゲーム 

顧客が事前に料理を注文できるようにする 

顧客が使用できる評価/投票システムの導入 

従業員/顧客への通知テキストの送信 

3Dメガネの提供 

顧客が注文をカスタマイズできるようにする

対話式のメニューの設置 

 多く寄せられた回答

上の表は、ミレニアル世代から最も多く寄せられた回答を示しています。
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大きなチャンス

さて、ミレニアル世代の期待に関するこれらの洞察は、私

たちに何を教えてくれるでしょうか。ホスピタリティ事業

者は、これらの期待に応えるために、どのようにサービス

を改良し、進化させていくべきでしょうか。

 
ロイヤルティ

ミレニアル世代は、自分たちがサービスを愛用していることを事業者側が

認識し、その見返りをくれることを望んでいます。これは、ホスピタリ

ティ事業者にとって、サービスにロイヤルティを組み込み、顧客をパーソ

ナライズして的を絞ったサービスの提供を推進するための絶好の機会で

す。  

 
モバイルでの注文、支払い、チェック
インはすでに行われている

ホテルでスマートフォンを活用したことのあるミレニアル世代の20%が、

チェックインの目的でスマートフォンを使っていました。また39%のミレ

ニアル世代が、モバイル・デバイスをすでに料理のデリバリや持ち帰りの

注文に使っていました。米国のミレニアル世代の29%は、モバイル・デバ

イスを使用して飲食代の支払いをしています。ホスピタリティ事業者は、

顧客がスマートフォンやモバイル・デバイスを使用して主要なトランザク

ションを完了できる方法を検討する必要があります。

 
多くのミレニアル世代がなおもパーソ
ナルなサービスを求めている

モバイルでの注文や支払いが万人に歓迎されていると思ってはいけませ

ん。ホスピタリティ業においては、まだ多くのミレニアル世代が人と直接

話をすることを望んでいます。

 
地域間の相違

異なる文化に適合する準備を怠らないでください。ブラジルの99%のミレ

ニアル世代がレストランでスマートフォンを使用する一方、日本人ミレニ

アル世代の1/5が使用しないと回答しています。
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Oracle Hospitalityが役立つ 
理由

Oracle Hospitalityは、ホテル、レストラン、コーヒー・

ショップ、バー、競技場、テーマ・パーク、およびその他

のホスピタリティ事業者向けにクラウド・テクノロジ・ソ

リューションを提供し、優れたゲスト・エクスペリエンス

を提供できるよう支援します。 

当社のクラウド・プラットフォームは、業界に不可欠な

信頼性を維持しながら、革新的で変化に対応し続けるの

に必要な俊敏性をホスピタリティ事業者に提供します。

ハードウェアとソフトウェアからなる当社の包括的なソ

リューションによって、事務管理部門から、厨房、フロン

トまで、運営を最適化できます。

詳細については下記のページをご覧ください。 

www.oracle.com/hospitality 
または、メールでお問い合わせください。

OracleHosp_ww@oracle.com

 
調査方法について

Oracle Hospitalityは独立系調査会社を通して、2016年の初めに8か国(米
国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、日本、ブラジル、メキシ

コ)、9,799名のミレニアル世代の人を対象に調査を実施しました。すべて

の回答者から、テクノロジの使用方法や、テクノロジを使ったホテルや飲

食事業者の利用方法についてのフィードバックが得られました。回答者の

38%は、過去5年以内にホスピタリティ業界で勤務した経験のある人々でし

た。彼らからは、雇用主がテクノロジをどのように活用していたかについ

てのフィードバックを得ることができました。
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