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代表取締役の異動および新経営体制に関するお知らせ 

 

One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、オンライン旅行事業、訪日旅行事業、ITオ

フショア開発事業と投資事業を手掛ける株式会社エボラブルアジア(本社：東京都港区、代表取

締役社長：吉村 英毅、証券コード：6191、以下当社) は、令和１年11月14日開催の臨時取締役

会において、経営体制強化のため、以下のとおり代表取締役の異動及び取締役の選任を決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件につきましては、令和1年12月20日開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取

締役会において、正式決定する予定です。 

 

１． 異動及び選任の内容 

氏名 現役職名 新役職名 

柴田 裕亮 

シバタ ユウスケ 

代表取締役CFO 代表取締役社長兼CFO 

吉村 英毅 

ヨシムラ ヒデキ 

代表取締役社長 取締役CGO 

(Chief Growth Officer) 

二井矢 祥 

ニイヤ ショウ 

執行役員CSO 取締役CSO 

(Chief Strategy Officer) 

田村 諭史 

タムラ サトシ 

執行役員 取締役 

酒井 和真 

サカイ カズマ 

執行役員 取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 



２． 異動及び選任の理由 

  

当社グループが標榜する「終わりなき成長」を継続的に実現すべく、更なる経営基盤の強化

と企業価値の向上を目指し、経営体制の一層の強化・充実を図るため、代表取締役CFOの柴田裕

亮が代表取締役社長兼CFOに就任し、代表取締役社長の吉村英毅が取締役CGO(Chief Growth 

Officer)に就任いたします。また、新たに3名の取締役を選任いたします。 

 

当社代表取締役社長の吉村英毅は、創業以来、代表取締役社長として事業の成長・拡大を牽

引して参りました。今後は、取締役CGO(Chief Growth Officer)として、成長戦略の策定・実行

に特化し、企業の成長・拡大を牽引して参ります。具体的には、新規事業領域の企画・推進、

成長のための人材採用・登用やグループ内資源配分の最適化等の経営基盤の整備、ステークホ

ルダーとの関係強化等に取り組んでまいります。 

新しく代表取締役社長兼CFOとなる柴田裕亮は、入社以来、取締役CFOとして管理部門、投資

財務部門を管掌し、昨年からは、コーポレートガバナンス及び事業成長の強化のため、吉村英

毅と共同代表の元、代表取締役CFOとして当社の成長を支えて参りました。今後は代表取締役社

長兼CFOとして、グループ経営全般にわたり、企業価値最大化に向けてコミットいたします。 

さらに、経営体制強化を目的として、新たに取締役3名を選任いたします。 

二井矢祥は、入社以来、執行役員CSO（Chief Strategy Officer）として、事業戦略の立案・

遂行を担い、特にエアトリ旅行事業の成長に貢献して参りました。 

田村諭史は、旧DeNAトラベル社（現当社子会社の株式会社エアトリ）において、海外航空券

販売を担い、2019年5月の旧DeNAトラベルの株式取得の後に、PMIプロセスの推進及び総合旅行

プラットフォーム「エアトリ」の事業推進の中核を担って参りました。 

酒井和真は、田村と同様、旧DeNAトラベル社（現当社子会社の株式会社エアトリ）におい

て、ITシステム開発を担い、2019年5月の旧DeNAトラベルの株式取得の後に、PMIプロセスの推

進及び総合旅行プラットフォーム「エアトリ」のITシステム開発の中核を担って参りました。 

以上の新経営体制において、常勤の取締役は合計10名、執行役員は合計5名となります。各取

締役・執行役員への権限委譲と職掌の明確化を行うことで、さらにスピード感のある経営体制

を構築し、コーポレートガバナンスを強化してまいります。 

この新経営体制により、本日付で発表した20/9期の業績予想の達成、ひいては中長期の成長

終わりなき成長を続ける経営執行体制へ

取締役CGO

吉村 英毅

取締役会長

大石 崇徳

代表取締役社長 兼 CFO

柴田 裕亮

取締役CMO

松濤 徹
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二井矢 祥
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秋山 匡秀

取締役
増田 武

取締役
田村 諭史

取締役
酒井 和真

執行役員

豊田 裕文

執行役員

神田 貴宏

執行役員

原 基記

執行役員

中崎 秀一

執行役員

矢野 光児



戦略を実行し、さらなる企業価値の向上に邁進してまいります。 

 

３． 各取締役の略歴及び就任予定日 

柴田 裕亮（シバタ ユウスケ） 

生年月日 1982年8月5日 

略歴 2005年4月 

 

2010年9月 

2015年5月 

2018年5月 

 

2019年1月 

監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入

社。 

野村證券株式会社に出向（2012年帰任）。 

当社取締役CFOに就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）取締

役に就任。 

当社代表取締役CFOに就任。 

所有株式数 2,700株（令和１年９月末時点） 

就任予定日 令和２年１月１日 

 

吉村 英毅（ヨシムラ ヒデキ） 

生年月日 1982年5月23日 

略歴 2007年5月 

 

2018年5月 

株式会社旅キャピタルを共同創業し、当社代表取締役

社長に就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）代

表取締役社長に就任。 

所有株式数 - 

就任予定日 令和２年１月１日 

 

二井矢 祥（ニイヤ ショウ） 

生年月日 1986年11月23日 

略歴 2009年４月 

 

 

2019年5月 

経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アク

センチュア等の外資系経営コンサルティングファーム

との業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）

当社執行役員CSO就任。 

所有株式数 - 

就任予定日 令和２年１月１日 

 

田村 諭史（タムラ サトシ） 

生年月日 1974年3月20日 

略歴 1995年4月 

2002年11月 

2004年5月 

2006年10月 

株式会社IACEトラベル入社。 

株式会社ジオス入社。 

カナディアンココツアーズ入社。 

スカイゲート株式会社（現：エアトリ社）入社。 



2018年7月 

2019年１月 

2019年３月 

エアトリ社執行役員に就任。 

当社執行役員に就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）取

締役に就任。 

所有株式数 - 

就任予定日 令和２年１月１日 

 

酒井 和真（サカイ カズマ） 

生年月日 1976年10月27日 

略歴 2001年4月 

2008年9月 

2013年12月 

2015年8月 

2018年7月 

2019年１月 

2019年３月 

ソフトブレーン株式会社入社。 

株式会社ディー・エヌ・エー入社。 

株式会社サイバー・バズ入社。 

株式会社DeNAトラベル（現：エアトリ社）入社。 

エアトリ社執行役員に就任。 

当社執行役員に就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）取

締役に就任。 

所有株式数 - 

就任予定日 令和２年１月１日 

 

 

以 上 

【株式会社エボラブルアジア】 

本社 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 

社名 ：株式会社エボラブルアジア 

代表者：代表取締役社長 吉村 英毅 

資本金：2,922,887千円（払込資本7,399,446千円） 

ＵＲＬ：http://www.evolableasia.com/ 

 

【当社サービスサイト】 

総合旅行プラットフォーム エアトリ    ：https://www.airtrip.jp/  

ビジネストラベルマネジメント（BTM）事業：https://www.evolableasia.com/service/btm/ 

ITオフショア開発事業          ：http://www.evolableasia.com/service/offshore/ 

【当社IRサイト】                ：http://www.evolableasia.com/ir/               

http://www.evolableasia.com/
https://www.airtrip.jp/info/
https://www.evolableasia.com/service/btm/
http://www.evolableasia.com/service/offshore/
http://www.evolableasia.com/ir/

