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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）、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、12月27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 

2022年12月26日 
エアトリグループ初となる、統合報

告書を公開 

株主、投資家をはじめとする全て

のステークホルダーの皆さまに向

けて、2022年12月26日にグループ

初の統合報告書「エアトリ 統合報

告書 2022」(https://www.airtri

p.co.jp/ir/stock/integrated_re

port_2022.pdf)を公開いたしまし

た。 
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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 

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～ 

2022年11月21日にお知らせいたし

ました通り、総合旅行プラットフ

ォーム「エアトリ」（https://www.

airtrip.jp/）の国内エアトリプラ

ス（国内航空券＋ホテル）におい

て11/21（月）～ 12/20（火）のキ

ャンペーン期間中、Amazon Payを

利用した方もれなく全員にAmazon

ギフトカード（旧称：Amazonギフ

ト券）をプレゼントするキャンペ

ーンを実施いたしました。 

2022年11月21日 

エアトリが、双日グループが運営す

るアクアシティお台場の"GRAN CAMP

ER Tokyo"にて共同キャンペーンを

開始!!～エアトリグループと双日グ

ループの協業強化とエアトリブラン

ドの更なる認知度拡大を目指す～ 

双日株式会社（本社：東京都千代

田区、代表取締役社長 CEO 藤本

 昌義、証券コード：2768）と同社

グループ会社の双日モビリティ株

式会社（本社：鹿児島県鹿児島市、

代表取締役：中土 浩一）のキャン

ピングカー販売店"GRAN CAMPER T

okyo"において、共同キャンペーン

「GRAN CAMPER Tokyo×エアトリ

“グラキャン”来店 W(ダブル)キ

ャンペーン」を実施いたしました。 

2022年11月22日 

エアトリが12月1日（木）〜4日（日）

に開催される「第59回ゴルフ日本シ

リーズJTカップ」に協賛！～TV-CM全

国放映・会場内看板等にエアトリロ

ゴを掲出～ 

東京よみうりカントリークラブに

て開催された「第59回ゴルフ日本

シリーズJTカップ」に協賛し、TV

-CM全国放映、会場内の看板等へエ

アトリロゴを掲出いたしました。 

また、エアトリ会員向けに「30名

様チケットプレゼントキャンペー

ン」も実施いたしました。 

2018年9月13日 

ナビタイムジャパン社の「NAVITIME

 Travel」とサービス連携 多言語対

応の海外航空券の提供開始～日本

語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、

ベトナム語の６言語に対応～ 

2022年12月1日にお知らせいたし

ました通り、国内ホテルにて、株

式会社ナビタイムジャパン（本社：

東京都港区、代表取締役社長：大

西 啓介）が運営する「NAVITIME 

Travel」（https://travel.naviti

me.com/ja/）との連携を開始いた

しました。 

https://www.airtrip.jp/
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プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年12月5日 

エアトリがスポンサー契約をしてい

る谷原秀人選手の「第59回ゴルフ日

本シリーズJTカップ」優勝及びチャ

ン・キム選手の「カシオワールドオ

ープンゴルフトーナメント」優勝を

記念してエアトリ会員向けに共同プ

レゼントキャンペーンを実施！ 

2022年12月1日（木）〜12月4日（日）

に開催された「第59回ゴルフ日本

シリーズJTカップ」においてスポ

ンサー契約をしている谷原選手の

優勝及び、2022年11月24日（木）

〜11月27日（日）に開催された「カ

シオワールドオープンゴルフトー

ナメント」において、同じくスポ

ンサー契約をしているチャン・キ

ム選手の優勝を記念して、エアト

リ会員向けに「両選手それぞれの

サイン入りゴルフボールが当たる

共同キャンペーン」を実施いたし

ました。 

尚、谷原選手は帽子の右側、チャ

ン・キム選手は帽子の左側にエア

トリロゴを掲出いたしました。 

2022年12月6日 

エアトリが12月10日（土）〜11日（日）

に開催される「湘南美容クリニック

Presents SBCドリームテニスツア

ー」に協賛！〜1,000名様観戦チケッ

トプレゼントキャンペーン実施、会

場内看板にロゴ掲出〜 

2022年12月10日（土）〜12月11日

（日）に有明コロシアム及びイン

ドアコートにて開催された「湘南

美容クリニックPresents SBCドリ

ームテニスツアー・ツアーファイ

ナル」に協賛し、エアトリ会員向

けに「大会最終日1,000名様観戦チ

ケットプレゼントキャンペーン」

の実施と共に、会場内の看板4箇所

にエアトリロゴを掲出いたしまし

た。 

また、大会の最終日当日には、エ

アトリキャンペーンご当選者様限

定で参加できる抽選会も実施いた

しました。 



 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年12月7日 

エアトリが3年ぶりに開催される冬

の音楽の祭典「エアトリpresents毎

日がクリスマス2022」に冠協賛！〜

公式HP及びポスター等にロゴ掲出・

チケットプレゼントキャンペーンも

実施〜 

2022年12月14日（水）〜12月25日

（日）に横浜赤レンガ倉庫1号館3

Fホールにて開催された、冬の音楽

の祭典「エアトリpresents毎日が

クリスマス2022」に冠協賛し、公

式HP及び各種看板、ポスター、チ

ラシ、SNS広告等へロゴ掲出いたし

ました。 

また、全17公演において、エアト

リ会員向けに各公演4組8名様チケ

ットプレゼントキャンペーンも実

施いたしました。 

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12月8日にお知らせいたし

ました通り、「エアトリ」にて、2

022年12月8日時点で計38都道府県

において全国旅行支援対象商品の

販売を継続していることをお知ら

せいたしました。 

2022年12月26日にお知らせいたし

ました通り、「エアトリ」にて、1

月10日以降出発の全国旅行支援の

対象プランを一部都道府県から販

売開始いたしました。北海道・沖

縄・鹿児島等の人気旅行先の割引

販売を開始し、その他の都府県に

おいても詳細の発表がされ、準備

が整い次第、順次割引販売を開始

する予定でございます。 

2022年12月12日 

日本テニス界のトッププロが出場す

るスーパーエキシビジョンマッチ

「エアトリHEAT JAPAN2022」に冠協

賛！〜会場の看板及びのぼりにロゴ

掲出・観戦チケットプレゼントキャ

ンペーン実施〜 

2022年12月17日（土）〜12月18日

（日）にMTSテニスアリーナ三鷹に

て開催された、日本テニス界のト

ッププロが集結するスーパーエキ

シビジョンマッチ「エアトリ HEA

T JAPAN2022」に冠協賛し、会場の

看板及びのぼりへロゴを掲出いた

しました。 

また、エアトリ会員向けに、8名様

チケットプレゼントキャンペーン

も実施いたしました。 



 

③投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年6月29日 

投資事業  エアトリ CVCレポート 

Vol.3を公開～80社、58億円の総投資

額に対し、回収済・直近評価額合計

は152億円、投資倍率260％と堅調に

推移～ ～投資先IPO毎の寄付により

社会貢献を目指す～ 

2022年12月23日に投資事業 エア

トリCVCレポート Vol.4を公開い

たしました(https://www.airtri

p.co.jp/news/pdf/cvcreport_vol

4.pdf)。88社、62億円の総投資額

に対し、回収済・直近評価額合計

は185億円、投資倍率299％と堅調

に推移しております。 

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12月21日にお知らせいたし

ました通り、マルチモーダルデー

タ活用サービス（AI/機械学習/ビ

ッグデータ解析）の提供、企業の

DX支援を行う株式会社DATAFLUCT

（本社：東京都渋谷区、代表取締

役CEO：久米村 隼人）と資本業務

提携いたしました。また、当社関

連会社の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、証券コード：4260）と

DATAFLUCT社との間で開発につい

て資本業務提携しております。 

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12月19日にお知らせいたし

ました通り、「エアトリ」の国内ホ

テルにて、株式会社京王プラザホ

テル（東京都新宿区、代表取締役

社長：若林克昌）が運営する京王

プラザホテルとの連携を開始いた

しました。 

2022年12月26日 

大晦日に開催される「WBO・WBA世界

S・フライ級王座統一戦 井岡一翔

（志成）vsジョシュア・フランコ（ア

メリカ）」にエアトリが協賛！〜TV-

CM全国放映及びリング広告を実施〜 

2022年12月31日（土）に大田区総

合体育館にて開催される、「WBO・

WBA世界S・フライ級王座統一戦 井

岡一翔（志成）vsジョシュア・フ

ランコ（アメリカ）」に協賛し、T

V-CM全国放映及びリング広告を実

施いたします。 

また、エアトリ会員向けに、20名

様観戦チケットプレゼントキャン

ペーンも実施いたしました。 

https://www.airtrip.co.jp/news/pdf/cvcreport_vol4.pdf
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■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/ 

 

 

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12月22日にお知らせいたし

ました通り、総合型地域スポーツ

クラブとして『沖縄×スポーツ

×○○』をテーマに様々な企業の

マーケティング支援に取り組む琉

球アスティーダスポーツクラブ株

式会社（本社：沖縄県中頭郡、代

表取締役：早川 周作、以下琉球

アスティーダ社）と資本業務提携

いたしました。 

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