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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、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、10 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 オンライン旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年11月14日 

総合旅行サービスプラットフォーム AirTrip

（通称エアトリ）のサービス開始～ポイント高

還元型のリピーター向けモデル～～第一弾の

国内航空券予約では「最もおトク」で「最も便

利」なサービスへ～～民泊C to C サービスも

近日公開～ 

2018 年9 月12 日に、当社は、高速バス・飛

行機 LCC・新幹線の情報を比較、検索できる

最安値比較サイト「格安移動」を運営する株式

会社 LCL（本社：東京都中央区、代表取締

役：村上 公浩）と、国内航空券販売におい

て連携を開始いたしました。今後も国内航空券

の更なる販路拡大に努めてまいります。 

2017 年5 月11 日 

エアトリ海外航空券サイトをグランドオープン

し、LCC の予約・販売開始～日本発着の

LCC10 社と接続し、今後100 社の LCC の

予約販売へ～～3 年後に取扱高100 億円

を目指す～ 

2018 年9 月13 日に、当社は、総合ナビゲー

ションサービスなどを提供するナビタイムジャパン

（本社：東京都港区、代表取締役社長:大

西 啓介）と、海外航空券販売においてサービ

ス連携し、「NAVITIME Travel」などの各オン

ラインサービスでの海外航空券提供を開始いた

しました。今後も海外航空券の販路拡大に努

めてまいります。 

2018 年6 月28 日 

「いま行く！あとで払う！」をコンセプトにした

「あと払い」専用の旅行代理店アプリ

「TRAVEL Now」のサービス開始～昨年

「CASH」をリリースした株式会社バンクと共同

で企画実施～エボラブルアジアグループより旅

行商材を提供～ 

2018 年 9 月 19 日に、当社は、株式会社バ

ンク（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼

CEO：光本勇介）の運営するあと払い専用の

旅行代理店アプリ「TRAVEL Now」へ、既に提

供をしている企画旅行に加えて、航空券単品で

の提供も開始いたしました。今後も本アプリのユ

ーザー数拡大と業績向上に同社と共に邁進し

てまいります。 
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2018 年6 月1 日 

株式会社DeNA トラベルの完全子会社化に

関する代表者の変更と、社名およびサービス

名の変更について 

2018 年 9 月 27 日に、当社の運営する総合

旅行プラットフォーム「エアトリ」と、旧 DeNA トラ

ベルのサイト統合を実施いたしました。また、今

回の統合により、双方の既存会員が新たに会

員登録をしなくても相互サービスの利用が可能

となりました。今後も、「エアトリ」をご利用のお客

様によりご満足いただけるよう、両社で改善に努

めてまいります。 

 

 

② 訪日旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2018 年2 月13 日 

Airbnb 向け「ワンストップサービス」を当社子

会社 株式会社エアトリステイにて提供開始

～Airbnbに特化したコンソーシアム型代行サ

ービスにおける日本初の公式パートナーへ～ 

2018 年9 月12 日に、当社の連結子会社で

ある株式会社エアトリステイ（本社：東京都港

区、代表取締役社長：吉村 英毅）から

Airbnb, Inc. (本社：米国カリフォルニア州サ

ンフランシスコ、日本語名：エアビーアンドビー) 

に対する第三者割当による新株式発行を完了

いたしました。今後も民泊事業の商材拡大と業

績向上に努めてまいります。 

 

 

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 

2013 年8 月23 日 
IT オフショア受託開発事業を本格的に開始し

ました。 

2018 年 9 月 20 日公表のとおり、当社は、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（本社：東京都港区、代表取締

役社長 チャン・バン・ミン）にて、LP ガスに特化

したシステム開発を行うガス検針システムの老

舗、株式会社マルトウコンパック（本社：岐阜

県岐阜市、代表取締役：畑中 明人）に対し

てベトナムの 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。今後もITオフショア開発

事業の業容拡大、発展に邁進してまいります。 
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④ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2018 年3 月29 日 

出資先である株式会社和心の東証マザーズ

への上場のお知らせ～当社出資先第 1 号

IPO 案件～ 

2018 年 9 月 14 日に、当社は、東京都内で

約 500 室のマンスリーマンションを運営し、全国

約 4,000 室のマンスリーマンション事業者と提

携している株式会社レジデンストーキョー（本

社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：野

坂 幸司）への資本参加、及び、民泊事業、

BTM 事業における業務提携をいたしました。 

2018 年 9 月 28 日に、AI システムの開発や

BTM システム「Deppari」を運営する株式会社

シナプス（本社：東京都江戸川区、代表取

締役CEO:片山 善博、以下シナプス社）への

資本参加、及び、オンライン旅行事業における

業務提携をいたしました。今後も、投資先企業

の成長による収益最大化に努めてまいります。 

 

 

■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19F 

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 ：1,069,291 千円（払込資本  3,252,715 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/  

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/ 

 

http://www.evolableasia.com/
https://www.airtrip.jp/info/
http://www.evolableasia.com/service/online_travel/btm/
http://www.evolableasia.com/service/offshore/
http://www.evolableasia.com/ir/

