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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、12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 

2020年11月13日 

【2020 年 9 月期 決算発表】連結取扱高

747億円（前年同期比51%）、連結売上

高 232 億円（前年同期比 95%）。コロナ

影響を受けつつも、足元は国内旅行から回復

基調～エアトリグループは「リ・スタート」し、「エ

アトリ 5000」（FY24 で取扱高 5,000 億

円）の達成を目指して再始動する～ 

2021年11月12日に、当社第15期2021

年 9 月期決算発表をお知らせいたしました。

【2021年9月期 決算発表】連結取扱高336

億円（前年同期比 46%）、連結売上高

176 億円（前年同期比 83%）、営業利益

（減損控除前）40.5 億円、（減損控除

後）31.5 億円で通期の営業利益が過去最高

を達成いたしました。 

 

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。 

当社らが運営する総合旅行プラットフォーム「エ

アトリ」(https://www.airtrip.jp/)の国内ホ

テルにおいて、国内宿泊のご予約にお使いいた

だけるクーポンの提供を 2021 年 11 月 25 日

より開始いたしました。 

「エアトリ国内ホテル」では、2 万軒以上の選択

肢から TOP ページ上ですぐに予約する事が可

能となっており、国内旅行をもっとおトクにお楽し

みいただけるよう、エアトリ会員の皆様へ、随時

クーポンを配布しております。 
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2018年11月13日 

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」の新イメー

ジキャラクターにロバートの秋山さんが就任！

～新テレビ CM は 11 月19 日より放映開始

～ 

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」の新イメージ

キャラクターとして、2021 年 11 月 12 日

（金）より IKKO さんが就任しました事をお知

らせいたしました。 

今回の新イメージキャラクター就任に伴い、本日

より「エアトリ」のサービスサイトを更新し、アプリ上

への掲載、電車広告、WEB 広告なども順次更

新され、新しく生まれ変わりました。 

尚、IKKO さんが出演する新 TV-CM も制作し

ており、11 月 13 日（土）～14 日（日）に

は、協賛している「2021 三井住友VISA 太平

洋マスターズ」の放送中に、全国エリアに初放映

いたしました。 

また、新イメージキャラクター就任に伴い、「エア

トリ」のタグラインを従前の「旅行も出張も、もっと

便利に」から「旅行アプリなら、エアトリ」に刷新

し、新しいメッセージをお客様に向けて発信して

おります。 

2019年11月14日 

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」のタグライン

刷新「旅行も出張も、もっと便利に」～旅行・

出張の目的別に検索機能が更に強化～ 

2021年11月25日 

エアトリが「IBF 世界 S・フェザー級王座決定

戦」に出場する 尾川堅一選手（帝拳）のト

ランクスにロゴを掲出～11 月28 日（日）に

DAZN にて生中継予定～ 

2021 年 11 月 27 日（土）にニューヨークで

行われた「IBF 世界 S・フェザー級王座決定戦 

尾川堅一（帝拳）VS アジンガ・フジレ」に出場

した尾川堅一選手のトランクスの前面と腰部分

の 2 箇所に、エアトリロゴを掲出いたしました。 

また試合の様子は、日本時間 11 月 28 日

（日）10時頃からDAZNにて生中継があり、

ボクシングファンをはじめ一人でも多くの視聴者

の方へ、「エアトリ」のさらなる認知度向上を期待

しております。 

2021年11月29日 

エアトリが12月2日（木）～5日（日）に

開催される 「第58回 ゴルフ日本シリーズJT

カップ」に協賛！～TV-CM 全国放映・会場の

看板等にエアトリロゴを掲出～ 

2021 年 12 月 2 日（木）～12 月 5 日

（日）に東京よみうりカントリークラブにて開催

された「第58 回ゴルフ日本シリーズ JT カップ」に

協賛し、TV-CM 全国放映、会場内の看板等

へロゴ掲出をいたしました。また、エアトリ会員向

けに「20 名様へ観戦チケットプレゼントキャンペ

ーン」も実施いたしました。 
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③ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2020 年11 月4 日 

企業と顧客を繋ぎ世の中の優良サービスを届

ける『ラストワンマイルプラットフォーム』を展開す

る株式会社ラストワンマイルと資本業務提携 

2021年11月24日に公表いたしました通り、

当社の出資先である株式会社ラストワンマイル

（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：

清水 望、証券コード：9252）が、2021 年

11月24日、東京証券取引所マザーズ市場へ

新規上場されました。 

 

■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。 

 

 

【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：1,530,073 千円（払込資本3,387,294 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 
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■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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