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会社概要

ワールドトラベルシステム株式会社（WORLD TRAVEL SYSTEM INC.）

楽天グループ株式会社（100％連結子会社）

本社：東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス8階

大阪支店：大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10番2号 肥後橋ニッタイビル2階

1988年11月10日

161,000千円

代表取締役社長 ディマント タッカー 取 締 役 大久保 治

取締役会長 幅屋 太 取 締 役 山田 兼嗣

取 締 役 星野 俊介 監 査 役 川島 宏司

観光庁長官登録 旅行業第992号

社団法人日本旅行業協会（JATA）保証会員、国際航空運送協会（IATA）

 社 名

 株 主

 所在地

 設 立

 資本金

 役 員

 登録免許

 加入団体



沿革

1988 11月 東京都新宿区にワールドトラベルシステム株式会社を設立

1989 2月 運輸大臣登録一般旅行代理店業第5746号の登録認可取得

ヨーロッパ方面ホールセール開始

1990 10月

11月

運輸大臣登録一般旅行業第992号の登録認可取得

社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員入会

1994 3月 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地に移転

株式会社サニーワールドのアメリカ方面部門、トラベルワールドエキスプレス株式会社

アジア・オセアニア部門を統合し 全方面ホールセールを開始

1995 10月 大阪営業部を開設

1996 12月 国際航空運送協会（IATA）認可取得

2000 4月 株式会社アジェンダと業務提携

2001 10月 「フリーバード」（海外個人旅行予約サイト：消費者間取引）のサービス開始

2002 7月

11月

「SkyRep」（海外航空券オンライン予約サイト：業者間取引）のASPサービス提供開始

「SkyRep・XMLデータ提供」のサービス開始

2003 6月 「SR-Joker」（海外航空券オンライン予約サイト：企業間取引）のサービス提供開始

2004 9月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）と業務提携

2006 5月 「SR-Joker」を海外旅行情報サイト

「リクルートAB-ROAD.net」へサービス提供開始

8月 東京都新宿区神楽坂二丁目14番地に移転

9月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）の連結子会社へ

3月 本社を現在地（二子玉川ライズ・オフィス）に移転

2010

2015

2016

5月 Rakuten Travel Xchange Pte. Ltd.と業務提携ホテル販売開始2020

10月 国内航空券販売開始



ワールドトラベルシステム㈱は総合旅行会社

◆自社で発券可能なライセンス（IATA）を持ち、世界60航空会社との
契約により航空券の即時発券が可能です。

◆海外航空券の全国発着取扱可能なホールセール旅行会社は当社を含め
数社しかなく、航空会社との深いパイプでの直接交渉により、有利な
条件で仕入れが可能です。

◆Rakuten Travel Xchange社（シンガポール）を通じ全世界200か国
、70万施設から即時に空室状況・料金案内が可能です。

◆日本国内は楽天トラベルサイト販売商品をご提供しています。
グループ、長期滞在等はホテルとの直接交渉・契約にてご提供してい
ます。

個人・団体
グループ手配

出入国書類

査証（ビザ）
代行取得

国内・海外
交通機関

B2B

Rakuten Group

法人
WORLD TRAVEL SYSTEM INC.

総合旅行会社

Hotel

AIR

販売チャネルは
大きく分けて3つ

- Ticketing 
- Operation 
- CS
- System

航空券・ホテルのホールセールを行っており
ビザ代行や出国書類など全てのサポートをいたします。



当社が開発を行ない、2002年7月にWeb海外航空券予約システムとしてスタート

しました。旅行会社様から月額使用料を頂戴しサービスを提供します。

海外航空券手配に必要となる膨大なデータベースの構築と複数の航空会社系コン

ピューターのシステム接続化により、あらゆる検索項目に対応、複雑な旅程でも

瞬時に最適な航空券商品を選び出し、Web上での即時予約を可能にしました。

特殊な知識と手間が必要なため、それまで特定旅行会社の専売とされた海外航空

券を、より多くの旅行会社様で販売可能にすることを目的としました。

SkyRep
SkyRepとは



現在の SkyRep

×

2020年7月、Rakuten Travel Xchangeとの連携により

ホテル予約システムが搭載され、日本国内をはじめ

世界各国で70万軒以上の宿泊施設の予約が可能となりました。

即時アクセス

アカウント登録、ID・パス

ワードの入力だけですぐに

アクセスできます。

世界中の宿泊施設情報がす

ぐに入手可能です。

豊富な販売機能

ユーザーの動向を追跡し時間の経過

とともに繰り返しのアクションにア

クセスしやすくすることでシステム

は自動的に改善されます。

ブックマーク他の機能を使用するこ

とでより速くより少ない手順で必要

な情報を見つけることができます。

最適な料金表示

情報を比較するためにタブ、

ウィンドウまたはモニターを切り

かえる必要はありません

入手できる既存の情報をサプライ

ヤーに関係なく最高のレートで表

示させますのでユーザーの皆様は

ーつの画面で業務可能です

消費者に近いポータル

情報遅れのBtoBポータルに辟易とさ

れていませんか？

情報は消費者とともに刻々と変化します。

ユーザーの皆様へ最新最速の情報を

フレンドリーな旅行会社ポータルと

して提供いたします。

Rakuten Travel Xchange
日本のホテルやバケーションレンタル業界
で最大のオンライン旅行会社の一つ、楽天
トラベル、楽天LIFULL STAYが長年の契
約を持つ、世界中のホテルチェーン、卸売
業者、チャネルマネージャー 、その他の
大規模なオンライン旅行会社とのパートナ
ーシップの広大なネットワークを組み合わ
せて、BtoB向けホテル提供を可能にして
います。（本社：シンガポール）



※取消手数料：航空会社へのリファンドチャージ、宿泊施設に対しての取消料は別となります。

※ホテル代金還元：該当予約ホテルのチェックアウト月ごとに取り纏めの上還元いたします。

※ホテル航空券セット割：ホテル、航空券同時利用の割引です。現在は海外のみとなります。

●上記プラン（ホテル代金還元）は契約日以降の予約に対してのみ適用となります。

●契約解除規定：利用開始から6か月間は契約解除不可となります。

●契約プラン変更：契約期間中（１年）１回のみ可能となります。

●初年度は6ヶ月間変更不可となります。 （2021年10月現在）

「SkyRepホテル予約」の価格表示は
仕入価格（NET）表示となります。
販売価格は旅行会社様で設定・変更可能！

日本国内を含む
世界70万軒超の

豊富な宿泊施設と
航空券の旅行商品が
使い放題！



SkyRep契約会社数

約1,000社

SkyRep契約は日本国内
北海道から沖縄までの
旅行会社様に拡がっています。

（2021年8月現在）

SkyRep内にご用意しております

◆「利用規約」

◆「販売取扱要綱」

◆「操作マニュアル」

契約旅行会社



B2Bビジネスについて

国内/海外
AIR

国内/海外
HOTEL グループ

世界の航空会社から座席を

仕入れ、様々な種類の航空

券の予約から発券までをお

手伝いさせていただきます。

世界最大級、70万件の在

庫を誇る「SkyRep」で、

国内外のホテルをお取扱

いしています。

学生マーケットを中心と

した留学団体や企業の研

修グループ等あらゆる団

体旅行の立案から手配の

お手伝いをさせていただ

きます。



旅行会社
基幹システム

旅行会社
基幹システム

旅行会社
基幹システム

Customer
SkyRep

API接続

API接続について

SkyRepでは旅行会社とのAPI接続を利用した
ホテルデータの提供を実現しています。
現在、既にAPI接続を通じて旅行会社様にホテル
販売を開始しています。



01 国内外のRakuten Groupの報奨旅行

楽天市場年間優秀店舗様招待旅行
2006年〜2019年 毎年1回 約120名
主にアメリカ本土、他シンガポール
上海・台湾

楽天トラベル年間優秀施設様
招待旅行
年１回 約80名
バルセロナ・ハワイ・ベトナム等

楽天生命
Top Ranking
Agent Seminar

楽天生命優秀代理店海外研修
年１回 約200名
ハワイ・オーストラリア
他国内研修

法人手配実績



過去実施 コンテンツ・チームビルディング
・シリコンバレーIT企業本社視察（Google・Facebook等）・ニューヨーク貸切ディナークルーズ一・セドナ野外BBQ
・シンガポールドラゴンボードレース ・SFO ゴールデンゲートブリッジ 自転車走行 ・MLBエンジェルス試合観戦 etc.

02 Rakuten SOY TRIP

法人手配実績



大手外食企業経営者
2015年ミラノ国際博覧会

日本館視察・ヨーロッパ食材視察

04 05 高橋真梨子さん
2016年ニューヨーク

カーネギーホール公演鑑賞ツアー

03 一般社団法人
日本フードサービス協会

法人手配実績



WORLD TRAVEL SYSTEM INC.

〒158-0094 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号
二子玉川ライズ・オフィス8階

03-5491-8561


