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新型コロナウイルス ワクチン接種サポートツアーの取扱を開始!!
ロサンゼルス、ニューヨーク、ラスベガスで接種可能に
～ご都合に応じて、アメリカ 3 都市から選択可能～
---------------------------------------------------------------------------------------------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、2021 年 6 月より新型コロナウイルスのワクチン接種サポートツ
アーの販売を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■サポートツアー販売開始の背景
世界各地で新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されておりますが、接種状況は国によって大きく異なっています。日本
の接種状況をみると、医療従事者を除けば、年齢層に応じた優先的な接種が行われている一方で、未だワクチン接種のタイミ
ングが決まっていない年齢層が多く存在しております。そのような中、ご状況やご事情によっては、少しでも早くワクチンの接種を
早く希望されている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回、当社では、いちはやくワクチン接種を希望される方に、アメリカのロサンゼルス、ニューヨーク、ラスベガスにてワクチ
ンの接種が可能なサポートツアーを取扱、ご提供することにいたしました。

■ワクチン接種サポートツアーの接種地
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・ロサンゼルス https://www.skygate.co.jp/guide/3476/
・ニューヨーク https://www.skygate.co.jp/guide/3519/
・ラスベガス https://www.skygate.co.jp/guide/3764/
■ワクチン接種サポートツアーのポイント例（ロサンゼルス）
(1) ジョンソン＆ジョンソン製のワクチンを利用
ファイザー社製やモデルナ社製の新型コロナウィルスワクチンと違い、1 回のワクチン接種型となります。
ジョンソン＆ジョンソン製のワクチンは、主に米国にて接種されています。日本には輸入されていませんが、厚生労働省より製造
販売承認が得られた場合、2022 年初頭に日本へワクチン供給できる可能性があります。
(2) ワクチン接種予約代行・接種会場への送迎付
ワクチン接種予約を代行いたしますのでご自身でワクチンのご予約をしていただく必要はございません。
また、 接種当日は接種会場への送迎付となります。
24 時間対応の日本語サポートダイヤルをご用意いたしておりますので、緊急時も日本語対応が可能です。
(3) 空港ーホテル間往復専用車送迎
日本語係員がご案内いたします。
(4) 日本入国用の PCR 検査と証明書
日本に再入国の際、PCR 検査の陰性証明書提出が必要となります。
このツアーは、滞在ホテル内で検体採取をおこない、外務省の基準を満たしている日本入国用の証明書（任意フォーマット）
の発行をいたします。 お客様はホテルの外に出る事なく検査が可能となります。検査種別：唾液 RT-PC
(5) 滞在中は日本語サポート可能
24 時間対応の日本語サポートダイヤルをご用意いたしておりますので、緊急時も日本語対応が可能です。
■ツアー行程例（ロサンゼルス）
＜1 日目＞
・ロサンゼルス空港にて日本語対応係員がお迎え、専用車にてホテルまでご案内。ホテル到着後、チェックインのお手伝い、
滞在中のご案内をいたします。
・ホテル到着がチェックイン時間前の場合は、お部屋のご利用は原則チェックイン時間以降となります。
・ホテルにて日本入国用ＰＣＲ検査のサンプル採取（唾液 RT-PCR)。
ホテルにてサンプル採取→検査機関に提出いたします。
サービス提供時間 月ー金 9 時 30 分ー16 時 30 分

土・日休み。

ご滞在中に証明書をお渡しいたします。
※日本からの航空券は含まれておりません。サービス提供時間内にご到着の直行便（13 時までに現地到着）の別途
手配が必要なります。
エアトリ：https://www.skygate.co.jp/
※アメリカ入国用の PCR 検査は含まれておりません。別途ご手配をお願いいたします。
医療機関Ｔケアクリニック：https://www.tcclinic.jp/pc/pcr/
※アメリカ入国にあたり必要な申請等は、お客様ご自身にてお願いいたします。
★宿泊ホテル：リダック・ゲートウェイホテル泊

食事：なし
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＜２日目＞
・ホテルから COVID-19 ワクチン接種会場へ向かいます（ジョンソン＆ジョンソン製）。
・会場まではホテルが手配したシャトルバスを利用いたします。
・接種費用は無料となります。
・当日にコロナの症状がある場合、ワクチン接種はできません。
・ワクチン接種後は異常反応がないか確認する為、15-30 分開場内での待機が必要となります。
その後、お迎えシャトルにてホテルまでご移動いただきます。
※24 時間対応の日本語サポートダイヤルをご用意いたしておりますので、緊急時も日本語対応が可能です。
★宿泊ホテル：リダック・ゲートウェイホテル泊

食事：なし

＜3 日目＞
・終日自由
★宿泊ホテル：リダック・ゲートウェイホテル泊

食事：なし

＜4 日目＞
・ホテルチェックアウト、専用車にて空港までお送りいたします。空路、帰国の途へ。
※日本ご到着は翌日（５日目）となります。
・料金表
2021 年 6 月 1 日～2021 年９月 30 日
１名様参加時 398,000 円 /お 1 人様
２名様参加時 328,000 円 /お 1 人様
３名様参加時 308,000 円 /お 1 人様
４名様参加時 298,000 円 /お 1 人様

料金に含まれるもの
料金に含まれないもの

ホテル宿泊料金、空港ーホテル間専用車往復送迎、日本入国用PCR 検査・証明
書料、ワクチン接種会場への往復送迎
往復航空券、日本出発前 PCR 検査料金、旅行傷害保険、日本帰国後の自主
待機料金、その他行程に含まれない費用

・宿泊予定ホテル
リダックゲートウェイホテル（JREDAC GATEWAY HOTEL in Torrance）
ロサンゼルス国際空港から車で約 15 分の場所にあるリダッ
クゲートウェイホテルは、多くの日系企業が所在するトーランス
エリアに位置し、ご出張の方に大変便利です。全 102 室、
上品なインテリアが施されており、快適なご滞在となるよう配
慮されています。客室では WiFi 、日本語放送視聴も無料
でご利用頂けます。日本語対応可能なスタッフもおりますの
で非常時の言葉の壁も問題ございません。
住所：20801 S. Western Ave, Torrance, CA 90501
TEL：310 212 5222
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■詳細ページ、お問い合わせ・ご予約はこちらから
・ロサンゼルス https://www.skygate.co.jp/guide/3476/
・ニューヨーク

https://www.skygate.co.jp/guide/3519/

・ラスベガス

https://www.skygate.co.jp/guide/3764/

掲載のサポートツアーはこの配信でのお申込みを受け付けておりません。お申込みは上記の詳細ページよりお願いいたします。
■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：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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