
2020年１月17日 

各  位 

 

会 社 名  株 式 会 社 エ ア ト リ 

代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮 

 （コード番号：6191 東証第一部） 

問 合 せ 先 代表取締役社長 兼 CFO  柴 田 裕 亮 

 （TEL．03-3431-6191） 

 
プレスリリース案件の進捗状況に関するご報告 

 

One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフシ

ョア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東京

都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社)は、これまでに発

表いたしましたプレスリリースの各案件につき、1月１日時点において進捗がありました主な案

件の状況について、以下の通りご報告いたします。 

 

■各案件の進捗状況 

① 企業情報 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値

向上を目指し、投資事業を開始～ 

2019年12月より、創業当初からの

主力事業であるオンライン旅行事

業の事業名称をエアトリ旅行事業

に変更いたしました。 

2011年6月22日 
「旅Pro‐BTM」法人向け出張システ

ムの販売を開始しました。 

当社が展開しているエアトリ法人

デスクを、当社の完全子会社であ

る株式会社エアトリBTMに承継さ

せる会社分割を行うこと、及び

2020年4月を目途にエアトリBTM社

が営業開始する予定について、検

討を開始いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 



② エアトリ旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2019年8月21日 

『FUJI BOXING 村田諒太vsロブ・

ブラント WBA世界ミドル級タイト

ルマッチ』（7月12日（金）20時00

分～全国ネットテレビ放映）に

「エアトリ」が協賛～初の全国ネ

ット“タイムCM※”を放送～ 

『究極のスピード対決！WBO世界

フライ級タイトルマッチ田中恒成

×ジョナサン・ゴンサレス』（8月

24日（土）16時00分～CBC制作

/TBS系列にて全国生中継）に「エ

アトリ」が協賛いたしました。し

た。 

2019年5月29日 

総合旅行プラットフォーム「エア

トリ」の国内航空券にて5月29日よ

り新決済手段としてAmazon Payを

導入開始～申込及び決済時のメー

ルアドレスやクレジットカード情

報の入力が不要に～ 

2019年12月19日より「エアトリ」

がスマホ決済サービス「メルペ

イ」、「LINE Pay」を導入いたしま

した。 

2018年5月25日 

エアトリに「新幹線」「レンタカ

ー」「ホテル」「高級旅館」「アクテ

ィビティ」「国内ツアー」「海外航

空券+ホテル」サービスを追加いた

しました。 

当社子会社の株式会社Car Tech 

Life Japan（本社：東京都新宿

区、代表取締役社長：三浦 裕

太）との連携で2019年12月より

「エアトリレンタカー」第1号店

を沖縄県那覇市にオープンいたし

ました。 

 

③ 訪日旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2019年2月28日 

訪日旅行客向けライフスタイルホ

テルを展開するLS株式会社とホテ

ル運営事業における戦略的資本業

務提携を開始～訪日旅行事業の一

環としてインバウンド領域でのホ

テル運営事業に本格進出～ 

当社出資先の訪日旅行客向けライ

フスタイルホテルを展開するLS株

式会社（本社：東京都中央区、代

表取締役：梁 穎希）にてホテル

事業の１号店となる「Q Stay and 

lounge 上野」が2019年12月28日

よりプレオープン、及び、コミュ

ニケーションの起点となる様々な

コンテンツを用意したカフェ＆バ

ー「Q Cafe」を2019年12月18日よ

りオープンいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 



④ ITオフショア開発事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年11月11日 

ベトナム拠点ダナン支店拡張に関

するお知らせ ～ニーズの高いBPO

サービスをさらに強化～ 

2019年12月1日より当社グループ

会社であるEVOLABLE ASIA 

SOLUTION & BUSINESS 

CONSULTANCY COMPANY LIMITED

（本社：ベトナムホーチミン市、

代表取締役社長：元尾 優）に

て、BPO新規お客様ボリューム割

引キャンペーンを開始いたしまし

た。 

2019年5月15日 

当社グループ会社エボラブルアジ

アソリューションズ社のラボ型オ

フショア開発事業の譲り受け、お

よび株式会社ハイブリッドテクノ

ロジーズへの商号変更に関するお

知らせ～同社のIPOに向けた準備が

順調に進捗～ 

2019年12月より当社グループ会社

である株式会社ハイブリッドテク

ノロジーズ（本社：東京都中央

区、代表取締役社長：チャン・バ

ン・ミン）にて、新規紹介キャン

ペーンを開始いたしました。 

 

⑤ ライフイノベーション事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値

向上を目指し、投資事業を開始～ 

2019年12月より、5つ目の新事業

ドメインとしてライフイノベーシ

ョン事業を新設いたしました。従

来、オンライン旅行事業の枠内

で、メールマガジン国内最大手の

まぐまぐ、旅行用キャリーケース

の製造販売・レンタルを手掛がけ

る創基アジア等の子会社がござい

ましたが、今後は新設したライフ

イノベーション事業としてさらな

る成長を目指します。 

 

⑥ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値

向上を目指し、投資事業を開始～ 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、Ｍ＆

Ａ仲介事業、Ｍ＆Ａコンサルティ

ング事業、業務受託事業を行うジ

ャパンＭ＆Ａソリューション株式

会社（本社：東京都品川区、代表

取締役：三橋 透）と資本業務提

携いたしました。 



2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値

向上を目指し、投資事業を開始～ 

CtoCサービスに特化したプラット

フォームを提供するC2C PTE. 

LTD. （本社：シンガポール、代

表者：薛 悠司、村上 英夫）への

資本参加をいたしました。 

2018年12月11日 

出資先である株式会社ピアラの東

証マザーズへの上場のお知らせ～

当社出資先第2号IPO案件～ 

投資事業の一環として、2017年4

月に取得した株式会社PIALAの株

式について、2018年12月の上場を

経て継続保有をしておりました

が、2019年12月に全部売却いたし

ました。 

2019年2月4日 

装置開発・生産ラインにおける省

力化・自動化を推進する株式会社

テクニークコンサルティングへの

資本参加 

2019年8月23日に公表しました当

社出資先の株式会社テクニークコ

ンサルティング（本社：東京都中

央区、代 表取締役兼CEO：佐藤吉

広）について、2019年11月13日に

破産手続きが完了し、閉鎖してお

ります。会計上の処理としまして

は、2019年８月14日に発表した

2019年９月期第3四半期決算で回

収見込みに基づき評価減をしてお

ります。本件が当社の業績に与え

る影響は軽微です。 

 

■撤退を決定した案件 

本日時点において、撤退を決定した案件はありません。今後、当社の事業戦略上において撤退

を決定した案件が発生する場合には、他案件の進捗状況のご報告とともにお知らせいたしま

す。 

 

今後も当社は、より良いサービスを提供するとともに、さらなる業容拡大、発展に邁進してま

いります。 

 

 

【株式会社エアトリ】 

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  ：株式会社エアトリ 

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 

資本金：2,923,746千円（払込資本7,401,163千円） 

ＵＲＬ：http://www.evolableasia.com/ 

 

 

 

 

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/                

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

