Peach Aviation 株式会社 CEO

井上慎一さん
予想通りの成長
― Peach 設立の頃のインタビュー

変化
―

Peachさんの広告を見ている

記事の中で5年後に年間600万

と、販売の方向性が変わってきて

人の利用者数を見込んでいると

いるような気がします。

あるのですが。

そうですか、当時のインタビュー

ングをしようというものです。
―

設立当初から目論んでいたの
ですか？

はい、そうです。
― ターゲットは？

そうです。価格は大切なのです

今は、お客様の 6 割以上が20代

が、安くするだけの競争に巻き込ま

〜30代で、全体の 5 割以上が女性

では、500万人から600万人と答え

れてしまうと、疲弊してしまいます。 です。最初からターゲットにしてい

ていたと思います。平成29年 3 月

既に、LCCで潰れている会社もあり

ました。以前、NHK で『東京カワ

期で、有償旅客数は513万人だった

ます。ですので、価格のみではな

イイ★ TV』という番組がありました。

ので、予想した通りだと思います。

いと皆様にお伝えしたいのです。

それを見て、文化に国境はないこと

―

―

や、日本の文化が多くの外国人を惹

平 均 搭 乗 率 は、3 年 連 続 で

具体的には？

我々は、LCC を使うことによる

きつけるということが強く印象に残

LCC においては、80% が成功の

新しい旅行の形を提案したいので

りました。日本のカワイイ文化の元

目安とされているので、よかった

す。例えば、1 泊 2 日で香港に行

祖とも言われている内藤ルネさんの

です。

けるとか、沖縄・台湾でサイクリ

キャラクターをデザインしたラッピ

85%を超えていますね。
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ングの飛行機も飛ばしましたよ。元

Peach の欠航率の低さは、日本で

りたかったのです。そこで、発電

AKB の篠田麻里子さんにも協力い

1 、2 位を争っています。若い女

所をと考えました。ただ、私が、い

ただきました。実は、この前、VW

性が多いということに慣れて頂け

よいよ中国で発電所を作ろうと思

のピンクビートルをベースにPeach

れば、十分にビジネスマンにもお

い、中国に赴任したときには発電

のロゴ等を配した特別車を 5 台、機

使いいただけると考えています。

所設置の話が無くなってしまい、ど

内発売しました。307万円だったの
で、売れるかなと社内で話していた
ところ、約 1 か月半で完売しました。

きっかけ
―

Peachを設立したきっかけは？

うしたものかと思っていた際に、
ANA さんとご縁があり、入社する
こととなったのです。航空会社は、

2008年当時の全日空の山元社長

人と人とを結びつけることができ

あとは、定年退職された方々に

から、
「インバウンド（訪日外国人

るので、世界各国と日本とを結び

多く利用いただいています。皆さ

旅行）を日本に連れてこい、3 年

つけることができればという思い

シナジー効果があると思っています。

ん、インターネットを利用されて、 以内に、終わり。
」との指示を受け
Peach を使いこなされていますよ。

ました（笑）。

子どもさんが、搭乗券をメールで

― それだけですか？

送ってそれを親御さんがプリント
アウトされて使われているという
ケースもあると聞いています。
ビジネスマンもいるのです。

それだけです（笑）。

があったのも事実です。

社内
―

結構、外国の方も多いですね。

― 井上社長は、大学卒業後に、三菱

社内では多国籍の方が働いてい

重工業に入社されたと伺いましたが？

ます。英語か日本語がわかればい

その通りです。大きなものを作

いと考えています。メールは、併

記でとお願いしています。定時で

もちろんです。昨年のインバウ

帰ったり、会議が長引くとそっぽ

ンドは約2000万人ですが、今年は、

を向いたり、お昼は軽めにとった

9 月15日の時点で 2 千万人を突破

弁護士、弁護士会
の関与

りする他国の社員を見ていると、働

したようです。Peach が航空会社

― インバウンドの方で困っている

き方改革を学べますね。

として唯一のメンバーである安倍

― ケチケチ作戦をやっているよう

首相の「明日の日本を支える観光

やはり、困ったときに、どこに

ビジョン構想会議」では、昨年の

相談していいのかわからないとい

無駄なことにお金を払う必要はな

3 月に、2020年に4000万人訪日、8

う話は聞きます。そういう方の受

いと思います。元々、百貨店があっ

兆円消費という目標が示されてい

け皿、法的トラブルに対応できる

た場所を使っている関係上、フロア

ます。同時に、2030年には6000万

ようにしていただければとは思い

ーに動いていないエレベーターがあ

人とされています。まだまだ、イ

ます。

ったりもします。デスクは、フリー

ンバウンドは増えます。

― そういう保険があってもいいか

アドレスです。こうすることで、自

― それをLCC が運ぶ？

にも見えるのですが。

ことはないですか？

もしれませんね？

由かつ斬新なアイディアが生まれる

その通りです。北東アジアの

ことがあるし、何より、他人が何を

LCC 利用率は10% 程度ですが、ア

やっているのかが見えることで一体

メリカやヨーロッパでの利用率は

今回は、関空にあるPeach の本社

感を生み出すのに役立ちます。無

40% 程度あるのです。まだまだ、伸

でインタビューを行いました。ワンフ

駄な内装費もかからず、会社として

び代はあります。

ロア・フリーアドレスなので、
インタビュー

の効率があがるのはいいことじゃな

―

ただ、今、外国人が街にあふれ

している横を、ブリーフィングを終え

いですか。さすがに、運行保安に

ているという状況にありませんか？

たパイロットや CAさんが、笑顔で通

関する部署をフリーアドレスにする

今、外国人の目は、東京や大阪

られるのが印象的でした。 自ら広告

ことに関しては、国土交通省からス

だけではなく、それ以外の地域に

塔となりながらも、話の端々に見える

トップがかかりました。もちろん、

も向けられています。そういった

合理的な判断の裏に、社員や顧客へ

社長室もありません（爽やかな笑）
。

方に、是非とも、Peach をご利用

の強い愛をお持ちであることが伝わっ

いただき、関空からその他の空港

てきた社長さんでした。

今後

のです。その際に、Peach が、逆

で、沖縄が第2拠点ですね。とい

に、日本での過ごし方も提案でき

うことは、東南アジアを狙ってい

ればとも思っているのです。

はい。やはり、多くの方に、日
本に来ていただきたいと思ってい
ますので、沖縄を足掛かりとして、
もっと、東南アジアに出て行きた
いと思っています。Peach では片
道 4 時間程度だと思いますので、
そこを基本的には押さえたいと思
っています。
―

それだけの需要があるとお考
えですね？
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へとお連れできればと考えている

― Peachさんは、関空が第1拠点

るのでしょうか？

本当にそうだと思います。
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