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愛宕グリーンヒルズ MORI タワー19F 

株式会社エボラブルアジア 

代表取締役社長 吉村 英毅 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

代表取締役の選任及び新役員人事に関するお知らせ 

～コーポレートガバナンス強化のため～ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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、平成 30 年 12 月 21 日開催の株主総会及び取締役会において、コーポレートガバナンス強化のため、以下のとおり、平

成31 年1 月1 日付の代表取締役、取締役、執行役員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1. 代表取締役の選任 

(1) 選任の内容 

(新任) 

氏名 新役職名 現役職名 

柴田 裕亮 代表取締役CFO 取締役CFO 

今後は現代表取締役社長の吉村英毅との共同代表取締役体制となります。 

 

(2) 選任の理由 

柴田裕亮は入社以来、取締役CFOとして管理部門、投資財務部門を管掌して参りました。この度、当社のコー

ポレートガバナンスの強化及び投資事業強化のため就任いたします。 

 

(3) 新任代表取締役の略歴 

生年月日 1982年8月5日生 

略歴 2005年4月 

2010年9月 

2015年5月 

2018年5月 

監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入社。 

野村證券株式会社に出向（2012 年帰任）。 

当社取締役CFO に就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）取締役に就任。 

所有株式数 1,000株 

 

(4) 就任予定日 

平成31年1月1日 
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2. 取締役の選任 

（1）選任の内容、略歴及び理由 

秋山 匡秀 

生年月日 1977年9月16日生 

略歴 2004年 

 

2009年 

2013年4月 

2013年10月 

2018年5月 

2018年9月 

株式会社アイ・ブイ・ティ(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

入社。 

当社に転籍。 

当社法人営業部GMに就任。 

当社執行役員に就任。 

株式会社エアトリ（旧称 株式会社DeNAトラベル）取締役に就任。 

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役COOに就任。 

所有株式数 83,700 株 

秋山匡秀は当社創業以来、新規事業の立ち上げや法人営業部の統括など当社の成長を支えて参りました。 

 

増田 武 

生年月日 1978年7月15日生 

略歴 2004年 

 

2009年 

2013年4月 

2013年10月 

株式会社アイ・ブイ・ティ(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

入社。 

当社に転籍。 

当社旅行営業部GMに就任。 

当社執行役員に就任。 

所有株式数 16,000株 

増田武は当社創業以来、旅行業への深い知見を活かし当社の基幹事業であるオンライン旅行事業を統括し当

社の成長を支えて参りました。 

 

大森 泰人 

生年月日 1958年7月2日生 

略歴 1981年 

1997年 

1998年 

2001年 

2002年 

2003年 

2007年 

2009年 

2011年 

2012年 

2013年 

2015年 

2018年 

大蔵省入省。 

証券局市場改革推進室長に就任。 

東京国税局調査第一部長に就任。 

金融庁調査室長兼法務室長に就任。 

金融庁証券課長に就任。 

金融庁市場課長に就任。 

金融庁企画課長に就任。 

証券取引等監視委員会事務局次長に就任。 

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任。 

復興庁審議官に就任。 

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任。 

第一生命経済研究所顧問に就任。 

当社アドバイザーに就任。 

所有株式数 - 

  

 

 



 

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社エボラブルアジア 取締役 CFO 柴田 裕亮 

TEL：03-3431-6191 FAX：03-3431-6192  

Mail：info@evolableasia.com 

 

 

 

 

大森泰人は金融庁での豊富な経験を持ち、証券取引等監視委員会等にて行政を牽引して参りました。今後は、

当社グループのさらなる成長のため、同氏の知見を活かしたガバナンス強化を期待しております。 

 

(2) 就任予定日 

平成31年1月1日 

 

3. 執行役員の選任 

(1) 選任の内容、略歴 

豊田 裕文 

生年月日 1986年9月28日生 

略歴 2011年11月 

2012年2月 

2016年5月 

2016年11月 

2018年1月 

2018年7月 

2018年10月 

公認会計士試験合格。 

有限責任監査法人トーマツ入社。 

当社入社。 

当社管理部長に就任（現任）。 

当社企業戦略部長に就任（現任）。 

エアトリ社総務人事部長に就任（現任）。 

エアトリ社経理部長に就任（現任）。 

所有株式数 - 

 

田村 諭史 

生年月日 1974年3月20日 

略歴 1995年4月 

2002年11月 

2004年5月 

2006年10月 

2018年7月 

株式会社IACE トラベル入社。 

株式会社ジオス入社。 

カナディアンココツアーズ入社。 

スカイゲート株式会社 （現：エアトリ社）入社。 

エアトリ社執行役員に就任（現任）。 

所有株式数 - 

 

原 基記 

生年月日 1975年7月4日 

略歴 1999年4月 

2002年9月 

2004年9月 

2010年11月 

2018年7月 

日興コーディアル証券（現ＳＭＢＣ日興証券）株式会社入社。 

株式会社プロファイル入社。 

株式会社東京リーガルマインド入社。 

株式会社DeNA トラベル（現：エアトリ社）入社。 

エアトリ社執行役員に就任（現任）。 

所有株式数 - 
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酒井 和真 

生年月日 1976年10月27日 

略歴 2001年4月 

2008年9月 

2013年12月 

2015年8月 

2018年7月 

ソフトブレーン株式会社入社。 

株式会社ディー・エヌ・エー入社。 

株式会社サイバー・バズ入社。 

株式会社DeNA トラベル（現：エアトリ社）入社。 

エアトリ社執行役員に就任（現任）。 

所有株式数 - 

 

(2) 就任予定日 

平成31年1月1日 

 

 

【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：1,233,406 千円（払込資本3,580,945 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/

