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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、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、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、5 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 

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～ 

「エアトリ」（https://www.airtrip.jp/）の国

内航空券+ホテル「エアトリプラス」、国内ホテ

ル、及び当社グループ会社の株式会社らくだ倶

楽部（本社：東京都港区、代表取締役社

長：二井矢 祥）が運営する高級旅館・高級

ホ テ ル 予 約 サ イ ト 「 ら く だ 倶 楽 部 」

（https://www.rakudaclub.com/）にて

2021 年 4 月 12 日より、株式会社東急ホテ

ルズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社

長：村井 淳）が運営する宿泊施設による特

別プランの取り扱いを「エアトリ SELECTIONS」

専用ページにて開始いたしました。 

2021 年 4 月 19 日に公表いたしました通り、

「エアトリプラス」にて、乗り継ぎを含む区間の検

索、予約機能を実装いたしました。 

「エアトリプラス」、国内ホテル、及び「らくだ倶楽

部」にて、2021 年 4 月 19 日より、株式会社

南西楽園リゾート〈ユニマットグループ〉（本社：

沖縄県宮古島市、代表取締役社長：髙橋 

洋二）が運営するシギラセブンマイルズリゾート

の７つの宿泊施設の取り扱いを開始いたしまし

た。 
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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。 

2021 年 4 月 23 日に公表いたしました通り、

「エアトリ国内ツアー」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）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。 

2021年4月26日 

パナソニックオープンレディースゴルフトーナメン

ト（5 月 1 日・2 日 テレビ東京系列全国 6

局ネットにて放映）にエアトリが協賛！～TV-

CM 放映・会場内ティーフェンスにエアトリのロ

ゴ掲出～ 

当社は、2021年4月30日～5月2日に開

催された「パナソニックオープンレディースゴルフト

ーナメント」に協賛し、TV-CM放映（5月1日

～2日の2日間）、会場内ティーフェンスへロゴ

掲出をいたしました。 

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～ 

当社子会社の株式会社エアトリステイ（本

社：東京都港区、代表取締役：澤畑 勝

章）が、新しい価値の創造を通じてブランドデ

ザイン事業を行う株式会社オレンジ・アンド・パー

トナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社

長：小山 薫堂）と世界最大級の旅行コミュニ

ティプラットフォームの Airbnb（本社：米国カリ

フォルニア州サンフランシスコ）による共同プロデ

ュース宿泊施設「YANAKA SOW」の運営を

2021年5月1日より開始いたしました。 

2021年4月30日 

今年の GW は #ステイホーム する人を応

援！エアトリ公式Twitter にて過去最大級の

プレゼントキャンペーンを実施 5,000 円分の

エアトリポイントを抽選で 100 名様にプレゼン

ト～さらに！95,000 フォロワー突破で合計

300 名様に！～ 

当社らが運営するエアトリ公式 Twitter

（https://twitter.com/airtrip_pr）にてゴ

ールデンウィーク期間中に「フォロー＆リツイートキ

ャンペーン」を実施。抽選で100名様に5,000

円分のエアトリポイントをプレゼントいたしました。 
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② ヘルスケア事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2020年11月6日 

エアトリグループが提携する T ケアクリニック浜

松町がハワイ渡航と中国渡航の為の陰性証

明書が発行可能な PCR 検査を開始～PCR

検査の陰性証明書提示でハワイおよび中国

への渡航が可能に～ 

 

2021 年 4 月 5 日に当社は、春秋航空日本

株式会社(本社：千葉県成田市、代表取締

役社長：樫原 利幸) の Web サ イ ト

(https://jp.ch.com/)で、エアトリグループが提

携するＴケアクリニック浜松町にて提供する

PCR 検査サービスの提携を開始いたしましたこ

とをお知らせいたしました。 

2021 年 4 月 27 日に公表いたしました通り、

エアトリグループが提携するＴケアクリニック浜松

町がフィジー共和国渡航の為の陰性証明書が

発行可能な PCR 検査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/  

 

【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/  
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