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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、6月14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5 月14 日 

【2021年9月期 第2四半期決算発表】連

結取扱高 181 億円（前年同期比 3

0%）、連結売上高 112 億円（前年同期

比 73%）、連結営業利益 20 億円、第 2

四半期も過去最高の営業利益を達成。 

2022 年 5 月 13 日に、当社第 16 期 2022

年9月期第2四半期決算発表をお知らせいた

しました。【2022年9月期第2四半期決算発

表】連結取扱高 197 億円（前年同期比 10

9%）、連結売上高68.7億円（前年同期比

61%）、営業利益 14.7 億円（前年同期比

73%）、第 1・2 四半期累計の営業利益が実

質過去最高を達成。 

引き続き、エアトリグループは終わりなき成長を

目指します。 

 

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。 

2022 年 5 月 18 日に公表いたしました通り、

エアトリ国内ツアーにおいて、Chubb 損害保険

株式会社（本社：東京都品川区、代表取締

役社長兼CEO：ディエゴ・ソーサ）の国内航空

機欠航・遅延時宿泊費補償付国内旅行傷害

保険の販売を開始いたしました。 

企 業 情 報 
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2022 年5 月16 日 

エアトリが「ゴルフパートナーPRO-AM トーナメ

ント 2022」に協賛し PR 動画配信・会場内

看板にエアトリロゴを掲出！〜大会 4 日間 Y

ouTubeおよびゴルフネットTVにて生中継〜 

2022 年 5 月 19 日（木）〜5 月 22 日

（日）に取手国際ゴルフ倶楽部にて開催され

た「ゴルフパートナーPRO-AM トーナメント 202

2」に協賛し、エアトリ PR 動画配信、会場内の

看板にエアトリロゴを掲出いたしました。 

2022 年5 月31 日 

6 月 7 日（火）開催の「WBA・IBF・WBC

世界バンタム級王座統一戦 井上尚弥（大

橋）vs ノニト・ドネア（フィリピン）」にエアトリ

が協賛！〜ライブ配信中に CM 放送およびリ

ング広告を実施〜 

2022年6月7日（火）にさいたまスーパーア

リーナにて開催された歴史的な一戦「WBA・IB

F・WBC 世界バンタム級王座統一戦 井上尚

弥（大橋）vs ノニト・ドネア（フィリピン）」に、

2019 年11 月7 日「WBSS バンタム級決勝」

に続いて再び協賛し、Amazon プライム・ビデオ

でのライブ配信中に CM 放送およびリング広告

を実施いたしました。 

また、エアトリ会員向けに 10 名様観戦チケット

プレゼントキャンペーンも実施いたしました。 

 

③ 投資事業（エアトリ CVC） 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

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〜 

2022 年 5 月 31 日に公表いたしました通り、

クラウド SIM を利用した国内外で利用できるモ

バイルデータ通信事業「ZEUS WiFi」をはじめ

多角事業を展開する株式会社 HUMAN LIF

E（本社：東京都新宿区、代表取締役社

長：板垣 瑞樹）と資本業務提携いたしまし

た。 

2022 年 5 月 31 日に公表いたしました通り、

Web 炎上や SNS トラブルなどのデジタル社会

におけるレピュテーショナルリスクから企業のブラン

ド価値を守るデジタルリスク事業を展開する株

式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京

都渋谷区、代表取締役社長：薮﨑 真哉）と

資本業務提携をいたしました。 

2022 年 5 月 31 日に公表いたしました通り、

超高速CMS実行環境「KUSANAGI」を開発・

提供するプライム・ストラテジー株式会社（本

社：東京都千代田区、代表取締役：中村 

けん牛）と資本業務提携いたしました。 
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■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：1,543,314 千円（払込資本3,413,774 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） 

投資事業案内（エアトリ CVC）：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ 

 

【当社 IR サイト】 

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