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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、4 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 企業情報 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

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 

当社は、2019 年３月1 日に公表のとおり、当

社子会社のエアトリ社の経営体制強化のため、

平成31年3月1日付の人事で、当社の新執

行役員 1 名及びエアトリ社の新取締役 3 名の

選任を決議いたしました。 

 

② オンライン旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2019 年1 月30 日 

下関で開催される横浜DeNA ベイスターズオ

ープン戦の観戦限定ツアーを「エアトリ国内ツ

アー」にて販売～航空券・ホテル・観戦チケット

に加え、シークレット企画や復刻ユニフォームも

セット～ 

当社は、2019 年3 月9 日から 3 月10 日に

かけて、下関で開催された横浜 DeNA ベイスタ

ーズオープン戦の観戦ツアーを催行いたしまし

た。 

2019 年2 月22 日 

東日本大震災復興イベント「第８回福魂

（ふっこん）祭～今こそ 絆 子どもたちと共に 

未来を創ろう～」への協賛のお知らせ～昨年

に引き続きエアトリは 3.11 復興への取り組み

を応援します～ 

当社は、2019 年3 月11 日にビッグパレットふ

くしまにて開催された東日本大震災復興イベン

ト「第８回福魂（ふっこん）祭～今こそ 絆 子

どもたちと共に 未来を創ろう」に協賛し、現地に

て「エアトリ」の PR ブースを出展いたしました。 
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2019 年2 月25 日 

「カラオケの鉄人」を運営する鉄人化計画社と

資本業務提携～「カラオケの鉄人」店舗にて

「エアトリ」のプロモーションを実施～ 

当社は、2019 年4月1日に公表のとおり、当

社投資先の株式会社鉄人化計画（本社：東

京都目黒区、代表取締役社長：岡﨑 太輔、

証券コード：2404）が運営する「カラオケの鉄

人」と共同で、「エアトリ×カラ鉄 コラボキャンペ

ーン」を 2019 年 4 月 1 日より「カラオケの鉄

人」全店舗で開催しております。 

2019 年3 月7 日 

高橋英樹と高橋真麻をゲストに迎えた旅行ト

ークショーイベント「店舗予約卒業式 旅はエ

アトリでネット予約時代」を 3 月28 日

（木）に開催決定 

当社は、2019 年 3 月 28 日に高橋英樹と高

橋真麻をゲストに迎え、旅行トークショーイベン

ト「店舗予約卒業式 旅はエアトリでネット予約

時代」を開催いたしました。 

2019 年3 月28 日 

宇野昌磨、ネイサン・チェン、アリーナ・ザギト

ワ、紀平梨花らフィギュアスケート界のトップス

ターが出演（予定）する『STARS ON ICE 

JAPAN TOUR 2019』に「エアトリ」がスポン

サーとしてアイスリンク 4 面に広告出稿が決定 

当社は、2019 年3 月29 日から 3 月31 日

まで大阪・東和薬品RACTAB ドーム（旧なみ

はやドーム）で開催された『STARS ON ICE 

JAPAN TOUR 2019』にて、スポンサーとして

「エアトリ」のアイスリンク広告を出稿いたしまし

た。また、期間中に現地にて「エアトリ」の PR ブ

ースを出展いたしました。 

 

③ ITオフショア開発事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2017年11月28日 

当社ベトナム法人 Evolable Asia Co., 

Ltd．のグループ会社エボラブルアジアソリュー

ションズ社が開発上流工程サービス強化を目

的にベトナム法人を設立 

当社グループ会社のエボラブルアジアソリューショ

ンズ社は、事業拡大に伴い、2018 年 10 月に

東京オフィスを東京都中央区に移転し、日本法

人拠点を確立しておりましが、2019 年 4 月 1

日付で当社の営業チームが同社に転籍し、営

業体制のさらなる強化を図りました。今後も同

社単独での IPO を視野に、日本・ベトナム二拠

点でのハイブリッド開発に尽力してまいります。 

2018 年8 月31 日 

当社ベトナム法人Evolable Asia Co., Ltd.

による株式会社カヤックのベトナム開発子会

社の持分取得に関するお知らせ～IT オフショ

ア開発事業の拡大へ～ 

当社ベトナム法人Evolable Asia Co., Ltd.が

子会社化したKAYAC HANOI CO., LTDは、

統合プロセスが順調に推移し、社名を KICK 

ENTERTAINMENT CO., LTD に変更いたし

ました。今後もシナジー最大化に努めてまいりま

す。 
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④ 投資事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

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～ 

当社は、2019 年３月 14 日に公表のとおり、

中古車個人間売買（CtoC）マーケットプレイ

ス「Ancar」を展開する株式会社 Ancar（本

社：東京都品川区、代表取締役 CEO：城 

一紘）への資本参加をいたしました。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：2,153,958 千円（払込資本5,422,049 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/

