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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、ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日

旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業と投資事業（エアトリCVC）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、8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 エアトリ旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

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。 

2022年7月11日に公表いたしました通

り、日本航空株式会社（本社：東京都

品川区、代表取締役社長執行役員：赤

坂 祐二）のWEBページ(https://www.

jal.com/ja/)にて「エアトリ国内ホテ

ル」の掲載を開始いたしました。 

2022年7月25日に公表いたしました通

り、当社らが運営する総合旅行プラッ

トフォーム「エアトリ」（https://www.

airtrip.jp/）の国内・海外ホテルにて

トラベルブック株式会社（本社：東京

都中央区、代表取締役：長田 龍）が運

営するホテル・航空券の料金比較・予

約サイト「トラベルブック」（https:/

/www.travelbook.co.jp/）との連携を

開始いたしました。 
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プレスリリース日 案件 進捗状況 

2019年8月14日 

エアトリ新ブランド「エアトリプラ

ス」の発表 ～エアトリは次のステー

ジへ～ ～航空券（世界400社以上）

＋ホテル（世界60万軒以上）で組合

せ自由自在～ ～旅行も出張もエア

トリプラスならセットでさらにお得

～ 

2022年7月11日に公表いたしまし

た通り、7月12～13日にAmazonで開

催されたAmazonプライムデーに、

「エアトリ」の「エアトリプラス

（国内航空券+ホテル）」が参加い

たしました。 

2022年7月11日 

エアトリが「Paris Saint-Germain 

JAPAN TOUR 2022」の冠スポンサーに

決定！全国生中継でのTV-CM放送な

らびに会場内看板等にロゴを掲出！ 

2022年7月11日に公表いたしまし

た通り、フランスで最もタイトル

を獲得し、ヨーロッパを代表する

フットボールチーム「パリ・サン

＝ジェルマンFC（PARIS SAINT-GE

RMAIN FOOTBALL CLUB）」を2022年

7⽉に⽇本へ招待し実施した「Par

is Saint-Germain JAPAN TOUR 20

22」の冠スポンサーを務めました。

7月20日に行われた川崎フロンタ

ーレ戦のTBS系列全国生中継内でT

V-CM放送をはじめ、川崎戦含む7月

全3試合において各会場大型ビジ

ョンでCM放映、会場内看板等にエ

アトリロゴ掲出を実施いたしまし

た。また、試合観戦チケットおよ

びツアーオリジナルグッズのプレ

ゼントキャンペーンも実施いたし

ました。 

2022年7月13日 

エアトリが「北陸オープンゴルフト

ーナメント2022」に協賛し、TV-CM放

映・会場内看板にエアトリロゴを掲

出！ 

2022年7月15日（金）〜7月16日（土）

に呉羽カントリークラブにて開催

された「北陸オープンゴルフトー

ナメント2022」に協賛し、TV-CM放

映、会場内の看板にエアトリロゴ

を掲出いたしました。 

2022年7月14日 

「エアトリ海外航空券」にて日本初

キャンセル料を補償する航空券提供

を開始～新型コロナ陽性時を含む病

気入院時のキャンセル料も保険付帯

で補償、より安心な海外旅行を～ 

2022年7月14日に公表いたしまし

た通り、「エアトリ」にて、海外航

空券にキャンセル保険が自動付帯

された日本初の「エアトリ海外航

空券ご予約特典 コロナ対応旅行

キャンセル保険」の提供を開始い

たしました。 

 

 

 



プレスリリース日 案件 進捗状況 

2020年7月15日 

エアトリが「2022パリ・サン=ジェル

マン来日記念スーパーサマーキャン

ペーン」を開始!!～「Paris Saint-

Germain JAPAN TOUR 2022」の開催

を記念して、過去最大規模のオスス

メ商品を大特集!!～ 

「エアトリ」において、2022年7月

15日(金)より「2022パリ・サン=ジ

ェルマン来日記念  スーパーサ

マーキャンペーン」を開始いたし

ました。本キャンペーンは、エア

トリが冠スポンサーを務めた「Pa

ris Saint-Germain JAPAN TOUR 2

022」の開催を記念して、当社の旅

行商品を大特集しております。な

お、今回のキャンペーンは、過去

のキャンペーンと比較しても最大

規模の商品数を特集しておりま

す。 

2022年7月19日 

当社子会社のエアトリインターナシ

ョナル社が阪急交通社と海外旅行領

域にて業務提携を開始～アフターコ

ロナでの海外旅行需要に備え、「エア

トリ」の販売網を強化～ 

2022年7月19日に公表いたしまし

た通り、株式会社エアトリの子会

社であるエアトリインターナショ

ナル（本社：東京都港区、代表取

締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮）は、

株式会社阪急交通社（本社：大阪

市北区、代表取締役 取締役社長：

酒井 淳）と業務提携を開始いた

しました。エアトリインターナシ

ョナル社は「エアトリ」の「海外

ツアー」にて、阪急交通社が強み

を持つ海外個人旅行商品（e-very）

を掲載しております。また、阪急

交通社の運営サイト（https://ww

w.hankyu-travel.com/）では、エ

アトリインターナショナル社が強

みを持つ海外航空券、海外航空券

＋ホテル(エアトリプラス)および

海外ホテルを掲載しております。 
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プレスリリース日 案件 進捗状況 

2021年11月09日 

国内航空券+ホテル（エアトリプラ

ス）でもエアトリポイントが「貯ま

る・使える」ように！～GoToトラベ

ル再開時、エアトリポイントを セッ

トでおトクな国内航空券+ホテル（エ

アトリプラス）で利用して、更にお

トクに！～ 

2022年7月21日に公表いたしまし

た通り、「エアトリ」にて、海外航

空券、海外航空券＋ホテル（エア

トリプラス）でもエアトリポイン

トが「貯まる・使える」ようにな

りました。これによりエアトリポ

イントは国内航空券、国内ホテル、

国内航空券＋ホテル（エアトリプ

ラス）に続き、海外航空券、海外

航空券＋ホテル（エアトリプラス）

の購入時にも「貯まる・使える」

ようになりました。 

 

② 投資事業（エアトリCVC） 

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～ 

2022年7月28日に公表いたしまし

た通り、SNSマーケティングプラッ

トフォーム「OWNLY」を運営するス

マートシェア株式会社（本社：東

京都渋谷区、代表取締役：西山 統）

が発行する無担保転換社債型新株

予約権付社債を引き受けました。 

 

■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。 

  

今後も当社グループは、より良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、

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：1,544,789千円（払込資本本3,416,725千円） 

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/  

 

 

 

 

https://www.airtrip.co.jp/


【エアトリ公式SNS】 

Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp   

Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr   

Twitter：https://twitter.com/airtrip_pr   

 

【当社事業別会社・サービスサイト】 

■エアトリ旅行事業 

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 

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

■ITオフショア開発事業 

ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ 

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ 

■訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ 

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en 

■メディア事業 

メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/ 

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ 

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ 

■投資事業（エアトリCVC） 

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ 

 

【当社IRサイト】 

https://www.airtrip.co.jp/ir/                
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