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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、

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、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、10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 

2021年7月12日 
東証の新市場区分におけるプライム市場の上

場維持基準に適合 

当社は 2021 年 9 月 15 日開催の取締役会

において、2022 年 4 月 4 日に移行が予定さ

れている新市場区分について、下記のとおり決

議いたしました。 

2021 年 7 月 12 日にお知らせしましたとおり、

株式会社東京証券取引所より「新市場区分に

おける上場維持基準への適合状況に関する一

次判定結果」を受領し、新市場区分「プライム

市場」の上場維持基準に適合していることを確

認しております。  

これを受けて、2021年9月15日開催の取締

役会において、新市場区分「プライム市場」を選

択する旨について決議いたしました。  

2021年9月29日 

エアトリが「地方創生 SDGs 官民連携プラット

フォーム」に参画 ～コーポレートサイトに

SDGs ページを新設～ 

2021 年 9 月 29 日に公表いたしました通り、

当社は「SDGs（持続可能な開発のための目

標）」の取り組みを推進するため、内閣府が設

置した「地方創生SDGs官民連携プラットフォー

ム」に参画いたしました。また、それに併せてコー

ポレートサイトに SDGs ページを新設いたしまし

た。 

▼当社SGDs ページ 

https://www.airtrip.co.jp/ir/sdgs/   
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② エアトリ旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

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 9 月 29 日より Google ホテル広告

にて「エアトリ国内ホテル」宿泊プラン情報の掲載

を開始いたしました。  

2021年9月22日 

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！ 

当社は2021年9月23日～9月26日に城

陽カントリー倶楽部にて開催された「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～9月26日に利府ゴルフ倶楽部にて

開催された「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

ました。 

 

③ 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9 月2日に公表いたしました通り、全

国的に広がる新型コロナウイルスの感染拡大を

受け、エアトリグループが提携する T ケアクリニッ

クが新たに 8 月 1 日から大阪の中央区道頓堀

にオープンいたしましたことをお知らせいたしまし

た。 

また、併せて9月3日より関西エリアでは初とな

る、PCR 検査キット（宅配）ならびに T ケアク

リニック大阪を訴求する TV-CM を放映いたしま

した。  

 

④ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年2月10日 

継続請求管理ロボット「経理のミカタ」を提供

する Cloud Payment 社と戦略的資本業

務提携 

出資先である株式会社 ROBOT PAYMENT

（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清久 

健也、証券コード：4374、旧社名：Cloud 

Payment）が、2021 年 9 月 28 日に東京

証券取引所マザーズ市場へ新規上場されまし

た。 

 

 



 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社エアトリ 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 

TEL：03-3431-6191 FAX：03-3431-6192  

Mail：info@airtrip.co.jp 

 

 

 

■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：834,623千円（払込資本1,996,392千円） 

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/ 

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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