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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、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、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、12 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 

2018年11月13日 

【2018年9月期 決算発表】売上収益124

億円（前期比 224%）、営業利益 12 億

円（前期比 111%）、当期純利益 9 億円

（前期比 129%）いずれも過去最高を更

新 

2019年11月14日に、当社は、決算発表を

いたしました第13 期2019 年9 月期 決算を

発表いたしました。【2019 年 9 月期 決算発

表】取扱高1,459 億円（前期比 175%）、

営業利益7 億円（60%）で大幅な増収をい

たしました。 

2020 年9 月期は取扱高 1,800 億円、営業

利益20億の大幅な増収増益を計画しておりま

す。 

2018年12月21日 

代表取締役の選任及び新役員人事に関する

お知らせ～コーポレートガバナンス強化のため

～ 

2019 年 11 月 14 日に、代表取締役の異動

および新経営体制に関するお知らせをいたしま

した。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。 

なお、本件につきましては、2019 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

ございます。 
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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～ 

2019 年 11 月 14 日よりタグラインを従前の

「空の旅、もっとおトクに」から「旅行も出張も、も

っと便利に」に刷新いたしました。また、今回のタ

グラインの刷新に伴って検索機能も改良し、出

張手配で利用する場合には検索時に「出張で

のご利用」を選択することによってより適した結果

が表示されるようになりました。 

 

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26 日 

新ブランド「エアトリプラス」を訴求した電車広

告を 8 月 26 日（月）より JR 東日本首都

圏全線に掲出～台北23,200円～など航空

券とホテルを自由に組み合わせてお得！～ 

旅行も出張もさらにお得に予約できる「エアトリ

プラス」を訴求した電車広告を 2019 年 12 月

1 日(日)より相鉄線全線に掲出いたしました。 

2018年11月19日 

テニス日本代表選手によるスーパーエキシビジ

ョ ン マ ッ チ 『 EVOLABLE ASIA エ ア ト リ 

HEAT JAPAN 2018』への特別協賛～エア

トリにて「観戦ペアチケットプレゼントキャンペー

ン」実施～ 

日本テニス界のトッププロが集結するエキシビジョ

ンマッチ 「エアトリ HEAT JAPAN 2019」に特

別協賛いたします。また、協賛に伴い観戦ペア

チケットプレゼントキャンペーンを実施いたしまし

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。 

「エアトリ」のメニューに国内ツアーの中で最も人

気のある「沖縄ツアー」と海外ツアーの中で最も

人気のある「ハワイツアー」の タブを追加し、人

気商品の検索利便性を強化いたしました。 

 

③ 訪日旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2018 年2 月13 日 

Airbnb 向け「ワンストップサービス」を当社子

会社 株式会社エアトリステイにて提供開始

～Airbnbに特化したコンソーシアム型代行サ

ービスにおける日本初の公式パートナーへ～ 

民泊運営のサポートを行なう エアトリステイが

2019 年 11 月 1 日よ り AI 通訳機

「POCKETALKⓇ（ポケトーク）」を提供サー

ビスのひとつとして採用いたしました。 

2017 年9 月29 日 

Airbnb 向け「ワンストップサービス」を当社子

会社 株式会社エアトリステイにて提供開始

～Airbnbに特化したコンソーシアム型代行サ

ービスにおける日本初の公式パートナーへ 

当社の民泊事業子会社エアトリステイが当社出

資先のレジデンストーキョーとの連携で「民泊×

マンスリーマンション」のハイブリッド運用第一号

物件を運営開始いたしました。 

 

■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。 
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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/ 
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