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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、オンライン旅行事業、訪日旅行事業、ITオフショア開発事業と投資事業を

手掛ける株式会社エボラブルアジア(本社：東京都港区、代表取締役社長：吉村 英毅、証券コード：6191、以下当社)

は、2017年9月期～2018年9月期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 30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 オンライン旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年8月14日 
当社総合旅行プラットフォーム「エアトリ」および
当社のイメージキャラクターにオリエンタルラジオ
が就任 

2017 年 11 月 6 日から沖縄エリアにてテレビ 
CM の放映を開始いたしました。 

2017年10月19日 

旅行業界初の試みとして、当社旅行サービス
サイトにて新決済方法Paidyを導入開始～
メールアドレス・携帯電話番号・住所だけで簡
単に決済ができるサービスを導入へ～ 
 

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」にて国内航
空券購入時に、オンライン決済サービス Paidy
を利用したユーザーの中から抽選で 100 組
200 名へ往復国内航空券をプレゼントするキャ
ンペーンを実施しております。加えて、オンライン
決済サービス Paidyを利用したユーザー全員へ
1,000エアトリポイントをプレゼントいたします。 

 
② 訪日旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年5月15日 

中国最大の旅行会社Ctrip.com と 国内航
空券領域において日本初となるシステム連携
を開始 ～システム連携により Ctrip.com の
グローバルサイトにおいて国内航空券の取扱
が開始～ 
 

中国 OTA の Qunar.com Information 
Technology Co. Ltd. が 運 営 す る
「Qunar.com」の旅行検索システムと当社の国
内航空券予約サイトを、システム（API）連携
することにて合意いたしました。 
今後は新幹線、オプションツアーなどといった商
材での連携も検討してまいります。 

2017年2月14日 
両替事業の新規開始及び子会社（仮称：
AirTrip Exchange社） 設立のお知らせ  
 

10月27日に IoT機能やマネーロンダリング対
策 AI を搭載したフィンテック両替機を企画開発
する株式会社エクステックへ資本参加をいたしま
した。 
今後、IoT 機能や AI を用いたフィンテック機能
を搭載したエクステック社の外貨両替機の紹介
や当社両替店舗への設置を予定しております。 
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2017年5月15日 

当社子会社エルモンテ RV ジャパン社が国内
キャンピングカーレンタル事業においてH.I.S.と
業務提携～国内顧客向けの販売強化並び
に日本におけるキャンピングカー旅行の認知向
上～ 

9月5日からH.I.S.にて販売しているエルモン
テRVジャパンが、「初夢フェア 2018」キャンペ
ーンで50名様限定の特別価格のご提供を開
始いたします。（詳細はこちら、
https://activityjapan.com/publish/plan
/19914） 

 
 
③ ITオフショア開発事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年4月17日 

AI を活用したマーケティングツールを提供する
ピアラ社と戦略的資本業務提携 ～当社ベト
ナム拠点でのデジタルマーケティングに関する
製作展開へ～ 

当社ベトナム法人Evolable Asia Co., Ltd.に
て IT オフショア開発ソリューションの提供を開始
いたしました。当社ベトナム拠点においては、デ
ジタルマーケティング制作におけるリソースを提供
することによって、制作体制の強化・サポートを
行ってまいります。 
 

2017年4月28日 

当社ベトナム法人 Evolable Asia Co., 
Ltd．が IT オフショア開発事業拡大のため開
発上流工程サービス提供の EVA社、 ベトナ
ム人材紹介会社のエバディ社、2 社の株式を
取得 

今後ベトナム国内においても上流工程のサービ
ス提供が可能な人材の育成、採用を可能に
し、より多くのお客様の課題解決に貢献するべ
く、グループ会社である株式会社エボラブルアジ
アソリューションズがベトナム法人（社名：
Evolable Asia Solutions Vietnam Co., 
Ltd.）を設立いたしました。12月1日より営業
を開始しております。 

 
 
④ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年5月31日 

追加で銀行 4 行と総額 5 億円の当座貸越
契約締結 
～総額 35.5 億円の当座貸越（コミットメン
トライン）契約締結に～ 
～さらなる M&A や広告宣伝等の投資資金
の確保～ 

SNSのビックデータ分析や中国中心の越境マー
ケティングを行う株式会社トレンド Express、
IoT機能やマネーロンダリング対策 AI を搭載し
たフィンテック両替機を企画開発する株式会社
エクステック、他社コンテンツの買収&再生に強
みを持つ株式会社コンコース、IT×不動産でAI
による不動産価格の自動査定等を行う株式会
社Fan'sへの資本参加をいたしました。 
今後も当社は、投資事業を、オンライン旅行事
業及び訪日事業、IT オフショア開発事業に続く
収益基盤として期待しています。 

 
 
⑤ その他 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年3月31日 
東京証券取引所市場第一部への上場 市場
変更に関するお知らせ 

(１) グローバル展開を加速させるためにグルー
プ経営管理の基盤強化、(２) 資本市場にお
ける財務諸表の国際的な比較可能性の向上、
といった要因を通じた企業価値拡大を目的に、
平成 30 年９月期期末決算より連結財務諸
表及び連結計算書類について、従来の日本基
準に替えて国際会計基準（以下、IFRS）を
適用いたしました。今後も当社は、さらなる事業
拡大、発展に邁進してまいります。 
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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。 

 

 

【株式会社エボラブルアジア】 

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19階 

社名   ：株式会社エボラブルアジア 

代表者 ：代表取締役社長 吉村 英毅 

資本金 ：1,033,579千円（払込資本 2,222,092千円） 

ＵＲＬ ：http://www.evolableasia.com/ 

 

【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/  

エアトリ海外航空券                ：https://overseas.airtrip.jp 

エアトリ海外ホテル                      ：https://overseashotel.airtrip.jp/ 

総合旅行販売サイト TRIP STAR ：http://japanflight.tripstar.co.jp/ 

国内航空券予約サイト 空旅.com ：http://www.soratabi.com/ 

ビジネストラベルマネジメント（BTM）事業 ：http://www.evolableasia.com/service/online_travel/btm/ 

ITオフショア開発事業        ：http://www.evolableasia.com/service/offshore/ 

【当社 IRサイト】   ：http://www.evolableasia.com/ir/ 
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