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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

「エアトリ国内ツアー」及び当社グループ「ニーズツアー」が 

中国・復星集団（フォースン・グループ）のグループ会社 

The COURT 株式会社と協業を開始 

～The COURT のブランド『EN HOTEL』特別プランを販売～ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

One Asiaのビジョンをかかげ、ITの力で、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、ITオフショア開発事業、

ライフイノベーション事業、ヘルスケア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、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「国内ツアー」及び当社子会社の株式会社エヌズ・エンタープライズ（本社：大阪府大阪

市、代表取締役：柴田 裕亮、以下エヌズ社）が運営する「ニーズツアー」（https://www.needstour.com/）にて、中

国に根を張りながらイノベーション主導のグローバルなコンシューマーグループの復星集団（フォースン・グループ）のグループ会

社であり、株式会社イデラ キャピタルマネジメント傘下の The COURT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社

長：柱本 哲也、以下 The COURT）と包括契約を締結し、"日本の魅力にひたる旅"をお届けする特別プラン（以下エア

トリ国内ツアー「エアトリ×EN HOTEL and Resorts」）の販売を開始いたしました。今後も The COURT と訪日旅行分野

においても協業を進めてまいります。 

 

 

 

 

■エアトリ国内ツアー「エアトリ×EN HOTEL and Resorts」商品ページ 

https://japantour.airtrip.jp/special/en-hotel/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エ ア ト リ 旅 行 

https://www.airtrip.jp/
https://www.needstour.com/
https://japantour.airtrip.jp/special/en-hotel/
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■エアトリ国内ツアー「エアトリ×EN HOTEL and Resorts」概要 

 当社及び当社グループが運営する「エアトリ」、「ニーズツアー」と、「訪れた土地とのご縁を結ぶ」をコンセプトに 6 ホテル、3 リゾ

ートを展開するブランド「EN HOTEL」との特別プランとなっております。 

旅を気軽に楽しめるコスト重視のプランや、その土地を楽しむための特典体験付きプラン等を「エアトリ」、「ニーズツアー」の限

定特典付きで提供しております。その他にも「エアトリ国内ツアー」のドライブ旅（レンタカーとホテルがセットになったパッケージツ

アー）にて、「EN HOTEL」の販売を開始しております。 

 

■対象ホテル 

・SHIBUYA HOTEL EN 

・FUJISAWA HOTEL EN 

・EN HOTEL Hamamatsu 

・EN HOTEL Kyoto 

・EN HOTEL Hiroshima 

・EN HOTEL Hakata 

・リ・カーヴ 箱根 

・久米島イーフビーチ 

・ホテルイーストチャイナシー 

 

■「エアトリ」、「ニーズツアー」限定特典 

1.アーリーチェックイン 12：00、レイトチェックアウト 12：00 

2.バゲージアップサービス（※チェックイン時間より前にご到着のお客様対象。お荷物をお部屋に入れるサービス） 

3.無料ルームアップグレード（※室数限定のためご案内ができない場合があります） 

 

■キャンペーン参考価格 

1.コスト重視のプラン事例 

・EN HOTEL Kyoto 

価格：14,600円（税込）～（Peach 利用福岡発 4名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。  

 

2.特典体験付きプラン事例 

・FUJISAWA HOTEL EN 

江ノ電一日乗車券＆選べる神奈川県産クラフトチューハイプレゼント（お一人様1本まで） 

価格：18,400円（税込）～（Peach 利用関西発 2名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

 

・EN HOTEL Hamamatsu 

「浜名湖 中ノ庄」うな重付き 

価格：21,000円（税込）～（Peach 利用新千歳発 2名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://japantour.airtrip.jp/tour/search?departure_airport=FUK&departure_date=30&hotel_id=586&keyword=%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E9%87%8D%E8%A6%96
https://japantour.airtrip.jp/tour/search?departure_date=30&hotel_id=583&keyword=%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E4%BD%93%E9%A8%93
https://japantour.airtrip.jp/tour/search?departure_date=30&hotel_id=585&keyword=%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E4%BD%93%E9%A8%93
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・リ・カーヴ 箱根 

箱根仙石原の美術館巡り：入場券2枚付き 

（以下4施設より2施設お選びいただけます：ガラスの森美術館、ポーラ美術館、ラリック美術館、星の王子様ミュージアム） 

価格：25,100円（税込）～（Jetstar 利用新千歳発 3名1 室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

 

・久米島イーフビーチ 

自転車レンタルサイクリング＆島の伝統工芸「久米島紬」染め織り体験(30分)、お土産付き 

価格：51,100円（税込）～（JAL 利用羽田発 4名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

 

3.ドライブ旅（レンタカー＋ホテルがセットになったパッケージツアー） 

プラン例：リ・カーヴ 箱根 

1泊2日価格：12,400円（税込）～（S クラスレンタカー1台込 3名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

2泊3日価格：23,400円（税込）～（S クラスレンタカー1台込 3名1室利用時のお一人様実額 5月参考価格） 

プラン詳細はこちらからご覧ください。 

 

■The COURT とは 

北海道から沖縄まで、全国に16のホテルを展開しています。ホテル経営のプロ集団として、ユニーク＆オンリーワンのホスピタ

リティ・プラットフォームを目指しています。また、The COURT の運営ブランドである EN HOTEL は、「訪れた土地との“縁”をつ

くる」をコンセプトとし、日本全国6拠点（渋谷、藤沢、浜松、京都、広島、博多）にてホテルを運営しています。 

 

■復星集団（フォースン・グループ）とは 

復星集団は1992年に創立され、「ヘルス・ハピネス・ウェルス」分野をメインにイノベーションを創出し、高品質の製品とサービ

スを世界中の家庭に提供する事を使命に掲げています。フォースンインターナショナルは 2007 年に香港証券取引所に上場、

2020年12月末日での総資産は7,677億人民元（約1,177億US ドル）、フォーブス誌「世界の有力企業2000社ラ

ンキング（Forbes Global 2000 List）」の 2020年版において371 位にランクされています。 

 

■イデラ キャピタルマネジメントとは  

2001 年に設立。復星集団の理念のもと、日本を代表する「ホスピタリティ・ハピネス・プラットフォーム」の確立をミッションとして

います。ファンドマネジメントとアセットマネジメントを主たる事業としていますが、ホスピタリティ関連では北海道のトマムリゾートの

アセットマネジメント業務を行っているほか、4,500 室強のビジネスホテルやリゾートホテルの保有、アセットマネジメント業務を

行っています。また三井物産株式会社と共に、不動産投資信託である「投資法人みらい」 の共同スポンサーパートナーとして

サポートを行っており、投資法人みらいの保有するホテルも合わせると、グループ全体で 6,900 室のホテルのアセットマネジメン

ト業務を展開しています。 

 

■「エアトリ国内ツアー」の強み 

「エアトリ国内ツアー」は、国内航空券とホテルに加えて、レンタカーやシュノーケリング、スキー等現地のアクティビティや各種パ

ス・チケットも選択できるパッケージツアーになります。 

当社及び当社子会社のエヌズ社は、全国の各宿泊施設などからパッケージ用料金で仕入れを行い、オリジナルの募集型企

画旅行商品を造成し、販売しております。エヌズ社は平成４年の創業来、25年以上にわたり、沖縄旅行を取り扱っており、航

空券・ホテル・アクティビティの仕入れに強みを有しております。 

 

 

  

https://japantour.airtrip.jp/tour/search?departure_date=30&hotel_id=584&keyword=%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E4%BD%93%E9%A8%93
https://japantour.airtrip.jp/tour/search?departure_date=30&hotel_id=206&keyword=%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E4%BD%93%E9%A8%93
https://japantour.airtrip.jp/reserve/input/service?departure_date=30&tour_code=NN-TYO2-RCH02T
https://japantour.airtrip.jp/reserve/input/service?departure_date=30&tour_code=NN-TYO3-RCH02T
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・エアトリ国内ツアー：https://japantour.airtrip.jp/  

・エアトリ沖縄ツアー：https://japantour.airtrip.jp/special/oka   

 

■業績に与える影響 

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせ

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。 

 

 

【The COURT 株式会社】 

本社  ：東京都港区赤坂2丁目5番1号 S-GATE 赤坂山王4階 

社名  ：The COURT 株式会社 

代表者：代表取締役社長 柱本 哲也 

資本金：24,000千円 

ＵＲＬ：http://www.courthotels.co.jp   

EN HOTEL URL：https://en-hotel.com/ja/  

 

【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：617,005千円（払込資本1,561,157千円） 

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/  

 

【株式会社エヌズ・エンタープライズ】 

本社  ：大阪市西区新町1-13-3四ツ橋KF ビル 7F 

社名  ：株式会社エヌズ・エンタープライズ 

代表者：代表取締役 柴田 裕亮 

資本金：124,400千円 

ＵＲＬ：http://www.needstour.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.airtrip.co.jp/service/btm/  

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

【当社 IR サイト】   ：https://www.airtrip.co.jp/ir/  

 

https://japantour.airtrip.jp/
https://japantour.airtrip.jp/special/oka
http://www.courthotels.co.jp/
https://en-hotel.com/ja/
https://www.airtrip.co.jp/
http://www.needstour.com/
https://www.airtrip.jp/info/
https://www.airtrip.co.jp/service/btm/
https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/
https://www.airtrip.co.jp/ir/

