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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、投資事業（エアトリCVC）と地方創生事業を手

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、11月

18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 

2021年11月12日 

【2021年9月期 決算発表】連結取扱

高336億円（前年同期比46%）、連結売

上高176億円（前年同期比83%）、営業

利益（減損控除前）40.5億円、（減損

控除後）31.5億円で通期の営業利益

が過去最高を達成。 

2022年11月14日に、当社第16期2022年

9月期決算発表をお知らせいたしまし

た。連結取扱高535億円（前年同期比1

59%）、連結売上高135億円（前年同期

比77%）、営業利益（減損控除前）25.5

億円、（減損控除後）21.9億円と今期

二度目の上方修正後の業績予想と同水

準で着地いたしました。（https://ww

w.airtrip.co.jp/news/2361） 
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② エアトリ旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年10月4日 

エアトリなら、全国旅行支援前の予

約でも割引申請が可能に!!～さらに

「エアトリ×全国旅行支援スーパー

キャンペーン」の第１弾国内エアト

リプラスなら、アプリでさらにポイ

ント10%還元開始!!～ 

2022年10月21日に、総合旅行プラット

フォーム「エアトリ」（https://www.a

irtrip.jp/）において、「エアトリ×

全国旅行支援 スーパーキャンペー

ン」第3弾として、既に当社サイトに

おいて全国旅行支援の適用を終了した

都道府県の再販売も含め、割引価格に

て販売されるツアーのシークレット商

品をエアトリアプリ会員及びエアトリ

メルマガ会員に先行してご案内するこ

とをお知らせいたしました。 

2022年11月16日にお知らせいたしまし

た通り、「エアトリ」にて、計24府県

において全国旅行支援対象商品の販売

を継続しております。 

24府県のうち、予算状況に応じて割引

販売を終了していた府県についても、

この度予算状況を鑑みて割引販売を再

開いたしました。 

2022年10月28日 

エアトリが「ゴルフパートナーPRO-

AMトーナメント2023」に特別協賛！

また大会前日にゴルフパートナーと

プロアマ大会を共同開催！～ゴルフ

パートナーPRO-AMトーナメント「エ

アトリプロアマゴルフ・スポーツ選

手No.1ゴルファー決定戦」 を開催！

～～11月からエアトリ特別協賛記念

として国内航空券プレゼントキャン

ペーンも実施！～ 

ゴルフ業界を支えるアマチュアゴルフ

ァーを応援するという想いに賛同し、

2023年春に取手国際ゴルフ倶楽部にて

開催される「ゴルフパートナーPRO-AM

トーナメント2023」に特別協賛すると

共に、その大会前日に行われるプロア

マ大会をゴルフパートナーと共同開催

することをお知らせいたしました。 

2022年11月2日 

エアトリの海外航空券サイトが英語

翻訳に対応！～海外航空券が英語で

予約可能に～ 

「エアトリ」の海外航空券サイトにお

いて、英語翻訳での対応を開始し、英

語での予約が可能になりました。これ

により海外航空券サイトでは、日本語

の他、英語による検索・予約・購入が

可能になりました。 

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。 

2022年11月9日にお知らせいたしまし

た通り、「エアトリ」の海外航空券＋

ホテル（エアトリプラス）において、

一律39,000円割引となる「サイパンサ

ンキューセール」をマリアナ政府観光

局と合同で販売開始いたしました。 

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


プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年11月15日 

11月22日にビルボードライブ横浜で

開催される「TEE LIVE」にてエアト

リ会員向けに合計200名様ご招待キャ

ンペーンを実施！〜18時1st公演、21

時2nd公演で各50組100名様をご招待

〜 

11月22日にビルボードライブ横浜で開

催される「TEE LIVE」にて、エアトリ

会員向けに、合計200名様LIVEご招待

キャンペーンを実施いたしました。 

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～ 

11月16日～12月20日の期間、「エアト

リ」の国内航空券・国内ホテルにて、

Amazon Pay利用者を対象としたキャン

ペーンを実施いたします。 

キャンペーン期間中、国内航空券を

Amazon Payで購入後、国内ホテルも同

様の決済方法でご予約いただくこと

で、エアトリポイント20%とAmazonギ

フトカード1,000円分をもれなくプレ

ゼントいたします。 

 

③ 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10月28日にお知らせいたしまし

た通り、決裁者アポ獲得支援SaaS「ア

ポレル」を運営する株式会社アライア

ンスクラウド（本社：東京都目黒区、

代表取締役：宮崎 翔太）と資本業務

提携いたしました。 

2018年8月3日 

スマホ・PC・ニンテンドースイッチ

向けゲーム開発・運用と海外でのオ

フショア開発・人材事業を行う株式

会社ジーゼと資本業務提携 

2022年10月31日にお知らせいたしまし

た通り、スマホ・PC・ニンテンドース

イッチ向けゲーム開発・運用と海外で

のオフショア開発・人材事業を行う株

式会社ジーゼ（本社：大阪府大阪市、

代表取締役：鈴木 智洋）の全株式

を、“BUILD THE FUTURE TOGETHER”を

掲げ、国内中堅企業の成長を支援する

プライベート・エクイティ・ファン

ド、株式会社トライハード・インベス

トメンツ（本社：東京都中央区、代表

取締役：北島 尚樹）へ売却いたしま

した。 

 

 

 

 



④ 地方創生事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年9月29日 

投資先のサブスクリプションファク

トリー株式会社からHRテック事業譲

受及び地方創生事業開始のお知らせ

～観光テック事業×HRテック事業に

て地方創生事業を開始～ 

2022年11月10日にお知らせいたしまし

た通り、当社子会社の株式会社エヌ

ズ・エンタ-プライズ（本社：東京都

港区、代表取締役社長兼CEO：秋山 匡

秀）が運営する「ニーズツアー」（htt

ps://www.needstour.com/）にて、株

式会社フジドリームエアラインズ（FD

A）が運航する国内線を組み合わせた

国内ツアー商品の販売を開始いたしま

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：1,546,550千円（払込資本3,420,247千円） 

ＵＲＬ：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/ 
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■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/ 

■地方創生事業 

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ 

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 

シフト作成・管理システム「シフオプ」：https://www.shifop.jp/ 

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/ 

 

【当社IRサイト】 

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