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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、IT オフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fi レンタル事業、
メディ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、11 月 10 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
経済的事情・環境的な事由により、スポーツに

経済的事情・環境的な事由により、スポーツ
に取り組むことが難しい子どもたちへ、一人で
2021 年 10 月 1 日

も多くの子どもたちにスポーツが出来る環境・サ
ービスを提供する「一般社団法人 日本未来
スポーツ 振興協会」にエアトリが協賛！エアト
リロゴを掲出！

取り組むことが難しい子どもたちへ、一人でも多く
の子どもたちにスポーツが出来る環境・サービスを
提供する一般社団法人 日本未来スポーツ振
興協会（本部：神奈川県横浜市、代表理
事：小川 健太、以下日本未来スポーツ振興
協会）にエアトリが協賛し、2021 年 10 月 1
日より日本未来スポーツ振興協会の公式サイト
にエアトリのロゴを 1 年間掲出いたします。
当社は、2021 年 10 月 29 日（金）および

韓国観光公社 大阪支社が主催する韓国観 30 日（土）に韓国観光公社 大阪支社が主
2021年10月29日

光のブ ーム ア ップ を 図る「2021 KOREA

催する韓国観光のブームアップを図る「2021

FESTA in OSAKA～韓流にチンチャ恋する

KOREA FESTA in OSAKA ～韓流にチンチ

時間～」にエアトリブースを出展

ャ恋する時間～」にエアトリブースを出展いたしま
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

エアトリグループが提携する T ケアクリニックが、
2021 年 11 月 9 日（火）に開催された「サト
ウ 食 品 presents DSPE INVITATIONAL
supported by GDO」の出場選手・大会スタッフ

2021 年 11 月 4 日

エアトリグループが提携する T ケアクリニックが

用の PCR 検査（PCR 検査キットによる宅配検

11 月 9 日（火）「サトウ食品 presents

査）を受託いたしました事をお知らせいたしまし

DSPE INVITATIONAL supported by

た。

GDO」の PCR 検査を受託 エアトリでは同大 今後も T ケアクリニックでは、各種大会・イベント
会に協賛し、TV-CM・PR 映像の配信ならび

の PCR 検査を受託し、安心安全な大会・イベ

に看板にエアトリロゴを掲出！

ントをお届けいたします。
また、エアトリでは同大会に協賛し、さらなる認
知度拡大のため、11 月 9 日（火）競技配信
中に、TV-CM 配信、PR 映像配信、会場内看
板へのロゴ掲出をいたしました。
当社は、2021 年 11 月 11 日（木）～11
月 14 日（日）に太平洋クラブ御殿場コースに

エアトリが11月11日（木）～14日（日） て開催される「2021 三井住友 VISA 太平洋
2021 年 11 月 8 日

に開催される「2021 三井住友VISA 太平洋 マスターズ」に協賛し、TV-CM 全国放映、会場
マスターズ」 に協賛！TV-CM 全国放映・会 内の看板等へロゴ掲出をいたしました。
場内にエアトリロゴを掲出！

また、エアトリ会員向けに「30 組 60 名様 観戦
ペアチケットプレゼントキャンペーン」も実施いたし
ました。

② 投資事業
プレスリリース日

案件

進捗状況
当社の出資先である株式会社ピカパカ（本
社：東京都港区、代表取締役：原 基記）
がオーダーメイドの旅を提供するトラベル・コンシ

エアトリグループが運営する PCR 検査センター
2021 年 7 月 30 日

「クイック PCR」が新橋駅近にオープン！～す
べての旅行者へ！全国の旅行会社に本 PCR
検査を提供予定～

ェルジュ・カンパニー、株式会社旅工房（本
社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社
長：高山 泰仁、証券コード：6548）と協業
し、コロナ禍の安心・安全な旅をサポートする「ピ
カパカ PCR クイック検査センター（旧クイック
PCR）」を、2021 年 10 月 11 日（月）より
池袋「サンシャイン 60」46 階にオープンいたしま
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。

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
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【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：1,529,501 千円（払込資本 3,386,149 千円）
ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/
【エアトリ公式 SNS】
Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp
Facebook（サービス PR）：https://www.facebook.com/airtrippr
Twitter：https://twitter.com/airtrip_pr
【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/
■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/
■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
■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/
■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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