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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（エアトリ CVC）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、5 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
➀ エアトリ旅行事業
プレスリリース日

案件

進捗状況
4月9日（土）にさいたまスーパーアリーナで開
催された、OPBF 東洋太平洋、WBO アジアパ

エアトリが明日 4 月 9 日（土）に開催される

シフィック・ライト級タイトルマッチに出場した伊藤

OPBF 東洋太平洋、WBO アジアパシフィッ 雅雪選手（横浜光）のトランクス前面に、エア
2022 年 4 月 8 日

ク・ライト級タイトルマッチに出場する伊藤雅雪 トリロゴを掲出いたしました。
選手（横浜光）のトランクスにロゴを掲出！ また試合の様子は、Amazon プライム・ビデオに
〜Amazon プライム・ビデオにて生中継〜

て生中継され、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
知度向上に期待しています。
2022 年度、男子プロゴルファー8 名とスポンサ
ー契約を締結したことをお知らせいたしました。

エアトリが男子プロゴルファー8 名とスポンサー 契約プロ選手は、出場するゴルフトーナメントを
2022 年 4 月 12 日

契約を締結しゴルフトーナメントおよび各種ゴ はじめとする様々なゴルフ活動において、帽子、
ルフ活動にてエアトリを掲出！

ウェア、キャディバッグにエアトリロゴを掲出してお
り、ゴルフファンをはじめ一人でも多くの方への認
知度向上に期待しています。

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
TEL：03-3431-6191 FAX：03-3431-6192
Mail：info@airtrip.co.jp

４月 22 日（金）に後楽園ホールで行われた
「PXB PHOENIX BATTLE87」にて、WBO
エアトリが 4 月 22 日「PXB PHOENIX
BATTLE87」にて初防衛戦に挑む WBO 世
2022 年 4 月 19 日

界ミニマム級チャンピオン谷口将隆選手（ワタ
ナベ）のトランクスにロゴを掲出！〜ひかり
TV・ABEMA にて生中継予定〜

世界ミニマム級タイトルマッチで初防衛戦に挑ん
だ現チャンピオン谷口将隆選手（ワタナベ）の
トランクス後面に、エアトリロゴを掲出いたしまし
た。
また試合の様子は、ひかり TV および ABEMA
にて生中継され、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
認知度向上に期待しています。
2022年4月29日（金）〜5月1日（日）
に浜野ゴルフクラブにて開催された「パナソニック
オープンレディースゴルフトーナメント」に協賛し、

エアトリが「パナソニックオープンレディースゴルフ

TV-CM放映、会場内の看板にエアトリロゴを掲

トーナメント」に協賛し TV-CM 放映・会場内 出いたしました。
2022 年 4 月 26 日

看板にエアトリロゴを掲出！また「第 62 回中 また、エアトリ会員向けに、20 名様観戦チケット
日クラウンズ」では、ゴルフネットワーク「とことん プレゼントキャンペーンも実施いたしました。
1番ホール生中継」「PLAYBACK1番ホール」 さらに、同じく 4 月 28 日（木）〜5 月 1 日
にて TV-CM 放映！

（日）に開催された「第 62 回中日クラウンズ」
では、ゴルフネットワーク「とことん1番ホール生中
継」および「PLAYBACK1 番ホール」にて、TVCM を放映いたしました。

➁ 投資事業（エアトリ CVC）
プレスリリース日

案件

進捗状況
2022 年 4 月 1 日に公表いたしました通り、町

町家宿泊体験事業やタビナカ体験事業を行
2021 年 3 月 30 日

う株式会社エイジェーインターブリッジと資本業
務提携

家宿泊体験事業やトラベル・タビナカ体験事
業、デジタルプラットフォーム事業を行う株式会
社エイジェーインターブリッジ（本社：東京都中
央区、代表取締役社長：新木 弘明）へ追
加出資をいたしました。
2022 年 4 月 6 日に公表いたしました通り、中

2016 年 9 月 30 日

新事業開始のお知らせ 〜企業価値向上を
目指し、投資事業を開始〜

小企業の採用課題を解決する採用業務クラウ
ド「採用係長」を提供する株式会社ネットオン
（本社：大阪府大阪市、代表取締役 CEO：
木嶋 諭）と資本業務提携いたしました。

■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
TEL：03-3431-6191 FAX：03-3431-6192
Mail：info@airtrip.co.jp

【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：1,537,590 千円（払込資本 3,402,326 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（エアトリ CVC）
投資事業（エアトリ CVC）案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/
【当社 IR サイト】
https://www.airtrip.co.jp/ir/

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

