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東京都港区愛宕2-5-1 

愛宕グリーンヒルズ MORI タワー19F 

株式会社エアトリ 

代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 

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

 

エアトリが 「パナソニックオープン ゴルフチャンピオンシップ」 ならびに 

「第 48 回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」に 

協賛！TV-CM 放映・会場内にエアトリロゴを掲出！ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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、

メディア事業、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 9 月 23 日（木）〜9 月 26 日（日）に城陽カントリー倶楽

部にて開催される「パナソニックオープン ゴルフチャンピオンシップ」、ならびに 9 月 24 日（金）〜9 月 26 日（日）に利府ゴ

ルフ倶楽部にて開催される「第 48 回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」に協賛し、TV-CM 放映、会場

内の看板等へロゴ掲出をいたします。 

 

■「パナソニックオープン ゴルフチャンピオンシップ」 概要 

会場：城陽カントリー倶楽部（京都府城陽市） 

日程：9月23日（木）〜9月26日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地上波放送＞ 

9月25日（土）14:00〜14:54 毎日放送（関西ローカル） 

9月26日（日）13:00〜14:54 毎日放送（関西ローカル） 

 

 

エ ア ト リ 旅 行 
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＜CS 放送＞ 

9月23日（木）12:30〜16:30 GAORA SPORTS 

9月24日（金）12:30〜16:30 GAORA SPORTS 

9月25日（土）12:00〜競技終了まで GAORA SPORTS / 20:00〜21:00 ゴルフネットワーク 

9月26日（日）12:00〜表彰式終了まで GAORA SPORTS  / 23:00〜25:00 ゴルフネットワーク 

＜インターネット配信＞ 

大会期間中は、MBS 動画イズム・スポーツナビ・MBS 公式YouTube にてインターネット配信予定です。 

 

＜協賛における露出＞ 

・タイム CM 合計90秒 (※1)  

25日14:00〜14:54毎日放送にて 30秒放映。 26日13:00〜14:54 毎日放送にて 60秒放映。 

・提供表示 合計4回（25日に 2回表示。 26日に2 回表示） 

・会場内の看板等へロゴ掲出 

スコアボード（18番） 

ティーイングエリア看板（1番、10番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番） 

キャリングボード (決勝ラウンド全組の中で 2枚) 

・MBS 動画イズム・スポーツナビにて配信中に、エアトリ CM を放映。（配信情報は番組HP にてご覧ください。） 

https://www.panasonic.com/jp/corporate/ad/panasonic-open/men/broadcast.html 

 

■「第 48回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」 概要 

会場：利府ゴルフ倶楽部（宮城県宮城郡利府町） 

日程：9月24日（金）〜9月26日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地上波放送＞ 

9月24日（金）10:25〜11:25 / 15:50〜17:53 ミヤギテレビ（宮城県ローカル） 

9月25日（土）12:00〜13:25 / 13:30〜15:25 ミヤギテレビ（宮城県ローカル） 

9月26日（日）15:00〜16:25 日本テレビ系列23局ネット 

＜CS 放送 日テレ G+＞ 

9月24日（金）22:30〜24:30 本戦1日目VTR 

9月25日（土）7:30〜10:30 本戦2日目 1番ホール LIVE中継 / 21:00〜24:00本戦2日目VTR 

9月26日（日）7:30〜9:30 本戦最終日 1番ホール LIVE中継 / 23:50〜25:00本戦最終日VTR 

 

 

 

https://www.panasonic.com/jp/corporate/ad/panasonic-open/men/broadcast.html
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＜インターネット配信＞ 

9月25日（土）12:30〜13:30 日テレ NEWS24にて LIVE配信予定。 

 

＜協賛における露出＞ 

・タイム CM 30秒 (※1)  26日15:00〜16:25日本テレビ系列23局ネットにて 30秒放映。 

・提供表示2回 

・会場内の看板等へロゴ掲出 

メインボード（18番グリーンサイド） 

ティーイングエリア看板（14番、15番、16番、17番、18番） 

速報ボード（9番、15番、17番グリーンサイド、ギャラリープラザ） 

キャリングボード 1 枚 

  大会看板（利府ゴルフ倶楽部 入口） 

・大会HP にロゴ掲出 

http://www.mmt-dunlopladiesopen.jp/ 

 

「エアトリ」はロバートの秋山竜次さんをイメージキャラクターに起用したテレビ CM や電車広告により、認知度が大きく向上し

ています。本取り組みで、さらに多くのお客様へ認知が拡大する事を期待すると共に、世界と戦うアスリートを応援します。 

▼総合旅行プラットフォーム「エアトリ」 

https://www.airtrip.jp/   

 

■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。 

 

※1：放送広告の一種で、番組中に挟んで放送される、番組枠と一体のものとして扱われるCM。番組提供スポンサーのCM

を指す。 

 

 

【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：833,185千円（払込資本1,993,516千円） 

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/  

 

【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/ 

■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/ 
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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 

■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/ 

■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/ 

■ヘルスケア事業 

ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ 

提携医療機関「T ケアクリニック」：https://www.tcclinic.jp/pc/pcr/ 

■投資事業 

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ 

 

【当社 IR サイト】 

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