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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、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフ
ショア開発事業、ライフイノベーション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。今回のプレスリリース案件の進捗状
況に関するご報告は、新型コロナウイルスの影響発生前である2020年3月13日公表の開示以来の
開示となります。
■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
2020年6月24日公表のとおり、当社

2017年9月29日

コールセンター運営に強みを有

の出資先でコールセンター事業を

し、AI・チャット事業を開始する

展開するアップセルテクノロジィ

インサイドセールスカンパニー株

ーズ株式会社へ追加の資本業務提

式会社サウザンドクレインへの資

携を行い、旅行事業におけるコー

本参加

ルセンター等のオペレーション業
務委託について合意いたしまし
た。
当社は、2017年9月29日及び2019年

2019年10月21日

グローバルインサイドセールス事

10月21日に資本提携契約を締結し

業を手がける当社出資先のアップ

たアップセルテクノロジィーズ社

セルテクノロジィーズ社へ追加出

と、新型コロナウィルスの影響発

資～総額6億円の資金調達に参加～

生を受け、オペレーション業務に
おける協業の協議、検討を進めて
きた結果、今般の資本業務提携に
至りました。

「エアトリ」は、“正しい旅行”
を応援するために、国土交通省・
観光庁が発表した「新しい旅のエ
チケット」を遵守して旅行に出掛
けられるお客様を対象に、当社独
自の「Go To Travelキャンペーン
×エアトリ特別キャンペーン」を
2020年7月22日より順次開催いたし
ました。
「エアトリ」は、国内ツアー・沖
縄ツアーにて、2020年7月30日よ
り、Go To トラベルキャンペーン
対象の国内ツアー商品の割引価格
での表示販売を開始いたしまし
た。
「エアトリ」は、国内ホテルに
て、2020年8月7日より、Go To ト
いよいよ開始日が決定した「Go To
Travelキャンペーン」 「エアト
リ」が先駆けて特設サイトをオー
2020年7月10日

プン！ 7月27日からは割引価格で
の販売も開始予定～各施設の新型
コロナウイルス感染防止対策も分
かりやすく表示～

ラベルキャンペーン対象の国内ホ
テル商品の割引価格での販売を開
始いたしました。
「エアトリ」は、新型コロナウイ
ルスに感染した場合、「エアト
リ」にてご予約された国内旅行全
旅行商品のキャンセル代は全て免
除となる「Go To Travelキャンペ
ーン×エアトリ特別キャンペー
ン」第2弾を開始いたしました。
「エアトリ」は、Go To トラベル
キャンペーンの東京除外解除に伴
い、2020年９月１８日より、全対
象商材（国内ホテル、国内ダイナ
ミックパッケージ、国内ツアー、
沖縄ツアー）において、割引価格
での表示販売を開始いたしまし
た。
「エアトリ」は、2020年10月１日
以降に開始する旅行より、全対象
商材（国内ホテル、国内ダイナミ
ックパッケージ、国内ツアー、沖
縄ツアー）において、地域共通ク
ーポンの配布を開始いたしまし
た。

「エアトリ」は、国内ツアーに
て、LCCの春秋航空日本株式会社と
連携し、「エアトリ限定！Go to
東京キャンペーン」を実施いたし
ました。

2019年4月10日

ロバートの秋山さんを起用した広

2020年10月12日より「GoToトラベ

告を4月15日（月）より京成スカイ

ルキャンペーン」 を訴求したエア

ライナーに出稿～アプリで1,000円

トリ新交通広告を一斉掲出いたし

おトクになるキャンペーンも開始

ました。

～

2019年11月29日

2020年4月1日

2020年7月1日

旅行も出張もさらにお得に予約で

■新交通広告 出稿媒体

きる「エアトリプラス」を訴求し

東京モノレール ドアガラスステッ

た電車広告を2019年12月1日(日)よ

カー広告

り相鉄線全線に掲出

都営地下鉄 ドアガラスステッカー

4月1日(水)より成田国際空港第３

広告

ターミナル・国内線出発ゲートラ

京成スカイライナー ヘッドレスト

ウンジにて「20%ポイント還元」を

ステッカー広告

訴求した大型看板広告7枚を掲出開

京急電鉄 ドア横ポスター広告

始

相鉄線 ドアガラスステッカー広

7月1日(水)より羽田空港直結の交

告、ならびに相鉄線横浜駅 電飾看

通機関である東京モノレール・ド

板広告

アガラスステッカー広告を掲出開

成田国際空港第３ターミナル 大型

始

看板広告

エアトリ新テレビCM「航空券/超新
春セール篇」「エアトリプラス/超
2020年1月9日

新春セール篇」「ポイント還元
篇」を1月13日（月）より全国で放
映開始

「エアトリ」は、2020年10月より
Go To トラベルキャンペーンを訴
求した新Web-CMをYouTube上で配信
開始いたしました。
2020年10月1日より旅行代金の最大
15％相当額が商品券として付与さ
れる「地域共通クーポン」の配布
が始まり、「エアトリ」より国内

2020年8月7日

「エアトリ国内ホテル」にて Go

ホテルをご予約いただくとエアト

To トラベルキャンペーン割引価格

リポイント20%還元、Go To トラベ

で販売開始！！～エアトリポイン

ルキャンペーンの補助額35%、地域

ト17%還元で総額最大52％「ｺﾞｰﾄｩ

共通クーポン15％と合わせて、最

ｰ」 おトク～ ～8月末までの35%還

大70％割引となります。

元をGo To トラベル全期間に拡大

「エアトリ」の国内ホテルと当社

～

子会社の株式会社らくだ倶楽部が
運営する高級旅館・高級ホテル予
約サイト「らくだ倶楽部」にて、
JR東日本グループ会社の日本ホテ
ル株式会社が運営する宿泊施設の

販売に関する包括契約を締結し、
「エアトリSELECTIONS」と題した
専用ページにて国指定の重要文化
財である東京駅丸の内駅舎内に位
置する「東京ステーションホテ
ル」を始めとする日本ホテル社運
営の宿泊施設の販売を開始いたし
ました。
「エアトリ」の国内ホテルにて、
2020年10月23日より、東京都民の
都内旅行に1泊5,000円の補助を上
乗せする東京都民割引“もっと楽
しもう！TokyoTokyo”の取り扱い
を開始いたしました。
「エアトリ」は、国内ツアーに
て、エアアジア・ジャパン株式会

2017年10月26日

10月29日より日本国内での就航を

社が運航する国内線を組み合わせ

開始する LCC エアアジア・ジャパ

た国内ツアー商品の販売を開始い

ン株式会社と認可代理店契約締結

たしました。

～エアアジア・ジャパンとの取り

また、Peach Aviation株式会社が

組み第一弾～

運航する国内線を組み合わせた国
内ツアー商品の販売も開始いたし
ました。
2020年9月18日に公表のとおり、当
社の子会社である株式会社エアト
リBTMが、株式会社INSURE TECH

2019年12月27日

BTM事業に関するグループ内分社化

INDUSTRIESが取り扱う、保険によ

検討開始のお知らせ～会社分割

る補償付き新型コロナウイルス感

（簡易吸収分割）の検討開始～

染症対策ガイドラインサービス
「MoshiCoro~もしコロ~」の総代理
店となり、販売を開始いたしまし
た。

エアトリ新ブランド「エアトリプ
ラス」の発表 ～エアトリは次のス
テージへ～ ～航空券（世界400社
2019年8月14日

以上）＋ホテル（世界60万軒以
上）で組合せ自由自在～ ～旅行も
出張もエアトリプラスならセット
でさらにお得～

「エアトリ」のエアトリプラス
（国内航空券＋ホテル）にレンタ
ルキャンピングカー付きプランの
提供を開始いたしました。

② 訪日旅行事業
プレスリリース日

案件

進捗状況
当社子会社の株式会社インバウン
ドプラットフォームが FAST JAPAN
株式会社から、訪日観光客向けの

2017年9月29日

訪日外国人向けチャットコンシェ

チャット型コンシェルジュアプリ

ルジュを運営するFAST JAPAN社へ

「Tabiko (タビコ)」の事業を、

の資本参加

2020年3 月1 日に、事業譲受いた
しまして、リニューアルを実施
し、2020年3月18日に再リリースい
たしました。

当社子会社のインバウンドプラッ
トフォーム社による株式会社グロ
ーバルモバイルの子会社化に関す
2020年4月1日

るお知らせ～海外旅行及び国内利
用向け大手Wi-Fiレンタル会社をグ
ループ化～ ～主力のインバウンド
向けWi-Fiレンタルとのシナジーに
より一層の収益基盤強化へ～

当社子会社の株式会社インバウン
ドプラットフォームが、2020年6月
25日付けで、インバウンドプラッ
トフォーム社を存続会社、当社孫
会社の株式会社グローバルモバイ
ルを吸収合併消滅会社とする吸収
合併を行いました。
当社子会社の株式会社インバウン
ドプラットフォームが、2020年8月

2019年6月27日

J2所属の沖縄のクラブチーム「FC

1日付けで、当社の出資先であるサ

琉球」と資本業務提携

ッカーJ2のクラブチーム「FC琉
球」を協賛するクラブパートナー
に就任いたしました。
当社子会社の株式会社インバウン

2020年9月4日

当社子会社のインバウンドプラッ

ドプラットフォームが、キャンピ

トフォーム社にてGo To トラベル

ングカーレンタルサービス「エル

×キャンピングカー特別キャンペ

モンテRVジャパン」にて、Go To

ーンを開始～5,200円割引の「GoTo

トラベルキャンペーン対象のキャ

キャンピングカーキャンぺーン」

ンピングカー日帰りツアーの割引

を開始～

価格での表示販売を開始いたしま
した。

③ ITオフショア開発事業
プレスリリース日

案件
当社ベトナム法人Evolable Asia
Co., Ltd.が電通と ジョイントベ

2017年3月24日

ンチャー「電通テクノキャンプ」
社を設立し、 当社グループよりIT
オフショア開発ソリューションの
提供開始へ

進捗状況
2020年4月1日付で当社グループ会
社の株式会社ハイブリッドテクノ
ロジーズが、Dentsu Techno Camp
Co., Ltd.社を完全子会社化いたし
ました。

当社は、経済産業省が推進するIT
導入補助金2020における「IT導入
支援事業者」に採択されました。

2020年9月2日

エアトリが経済産業省のIT導入補

また、当社グループの株式会社イ

助金2020「IT導入支援事業者」に

ンバウンドプラットフォームと株

採択～ECサイト導入を検討する中

式会社ハイブリッドテクノロジー

小企業・小規模事業者をサポート

ズが協業で「IT導入補助金（特別

～

型）」を活用した中小企業向けEC
サイト構築サポートサービスを
2020年9月25日より提供開始いたし
ました。

④ ライフイノベーション事業
プレスリリース日

案件

進捗状況
当社子会社の株式会社まぐまぐ

2017年9月12日

株式会社まぐまぐの子会社化に関

が、2020年9月24日をもって、東京

するお知らせ

証券取引所JASDAQスタンダード市
場へ新規上場いたしました。
2020年8月27日に、「エアトリ」に

【医療×IT】オンライン診療支援
サービス・医療コンサルティング
等を展開する株式会社ピカパカへ
2020年7月14日

の出資に関して～「旅行・出張」
×「医療」：抗体検査・PCR検査等
新型コロナウイルス関連サービス
も提携医療機関より提供予定～

おいて自由診療PCR検査予約サイト
を開設いたしました。
当社子会社の株式会社インバウン
ドプラットフォームが、2020年9月
3日付けで、日本在留外国人向けに
英語・中国語・韓国語で予約可能
な新型コロナウイルスの自由診療
PCR検査予約サイトを開設いたしま
した。

⑤ 投資事業
プレスリリース日

案件
サイバーセキュリティクラウドへ

2016年5月31日

の資本参加 ～当社の情報セキュリ
ティレベルの強化へ～

進捗状況
出資先である株式会社サイバーセ
キュリティクラウドが、2020年3月
26日に東京証券取引所マザーズ市
場へ新規上場いたしました。
2020年9月28日に公表のとおり、当
社出資先でロボット、スマートマ

2017年5月17日

ホームロボット開発のドーナツ・
ロボティクス社への資本参加

スクの開発、販売を行うドーナッ
ツ ロボティクス株式会社が、自動
翻訳AIの開発を行う株式会社ロゼ
ッタとの調達額3億円の資本業務提
携を締結いたしました。

プライムロック2号投資事業有限責
日本国内でも有数のロボットアプ
2018年1月16日

リ開発・導入実績をもつヘッドウ
ォータース社へ資本参加

任組合を通じた出資先である株式
会社ヘッドウォータースが、2020
年9月29日に、東京証券取引所マザ
ーズ市場へ新規上場いたしまし
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：3,138,943千円（払込資本8,389,962千円）
ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/
【当社サービスサイト】
総合旅行プラットフォーム

エアトリ

：https://www.airtrip.jp/

ビジネストラベルマネジメント（BTM）事業：https://www.airtrip.co.jp/service/btm/
ITオフショア開発事業

：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/

【当社IRサイト】

：https://www.airtrip.co.jp/ir/

