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報道関係者各位 

2018 年６月 1 日 
 

東京都新宿区新宿 5-15-5 
新宿三光町ビル 

株式会社エアトリ 
代表取締役社⻑ 吉村 英毅 

 
 

株式会社エボラブルアジアによる子会社化に伴う 
代表者の変更と、社名およびサービス名の変更について 

 
 

株式会社 DeNA トラベル（以下、当社）は、2018 年 5 月 31 日付で、株式会社ディー・エヌ・エー（以
下、ディー・エヌ・エー）が保有する当社株式（100%）の全てが、株式会社エボラブルアジア（以下、エ
ボラブルアジア）に譲渡され、エボラブルアジアの完全子会社となり、当社代表取締役社⻑に吉村英毅が就
任いたしましたので、お知らせいたします。 

 
上記変更に伴い、2018 年 6 月 1 日付で、当社は社名を株式会社エアトリに変更し、当社が提供しており

ますオンライン総合旅⾏サービス「DeNA トラベル」の名称を「エアトリ」に変更いたしました。 
 

 
1. 変更日 
2018 年 6 月 1 日（株式譲渡日︓2018 年 5 月 31 日）  
 
2. 社名の変更 
変更前︓ 
株式会社 DeNA トラベル（英文名︓DeNA Travel Co., Ltd.） 
変更後︓ 
株式会社エアトリ（英文名︓Airtrip Corp.) 
 
3. サービス名称の変更 
変更前︓DeNA トラベル 
変更後︓エアトリ 
サービスドメイン（https://www.skygate.co.jp/）に変更はございません。 
 
4. ロゴの変更 
変更前︓              変更後︓ 
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■役員人事について 
 
【新任（5 月 3１日付）】 
 
氏名 新役職 
吉村 英毅 代表取締役社⻑ 
大石 崇徳 取締役会⻑ 
秋山 匡秀 取締役 
柴田 裕亮 取締役 
松濤 徹 監査役 
王 伸 監査役 

 
【退任】 
 
氏名 旧役職 
大⾒ 周平 代表取締役社⻑ 
松原 賢治 取締役 
橘 浩二 取締役 
竹本 貴洋 取締役 
牛田 修一 監査役 
田中 喜久 監査役 

 
 
■役員新体制（5 月 31 日付） 
 
代表取締役社⻑  吉村 英毅 
取締役会⻑  大石 崇徳 
取締役   秋山 匡秀 
取締役        柴田 裕亮 
取締役   早坂 泰祐 
監査役   松濤 徹 
監査役   王 伸 
 
 
■新任役員略歴 
 
代表取締役社⻑ 吉村 英毅 

⽣年  ︓1982 年 
学歴  ︓東京大学 経済学部経営学科 卒業 
職歴  ︓大学在学中に株式会社 Valcom(2009 年 10 月株式会社旅キャピタルに吸収合併) 

を創業。 
2007 年 株式会社旅キャピタルを共同創業し、代表取締役社⻑に就任。 
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取締役会⻑ 大石 崇徳 

⽣年  ︓1972 年 
学歴  ︓明治大学 法学部法律学科 中退 
職歴  ︓大学在学中に株式会社アイ・ブイ・ティ(2011 年 10 月株式会社旅キャピタル 

に吸収合併)を創業。 
2007 年 株式会社旅キャピタルを共同創業し、取締役会⻑に就任。 

 
取締役 秋山 匡秀 

⽣年  ︓1977 年 
学歴  ︓日本大学 文理学部中国語中国文化学科 卒業 
職歴  ︓2004 年 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。 
2009 年 株式会社旅キャピタルに転籍。 
2013 年 4 月 株式会社エボラブルアジア法人営業部 GM に就任。 
2013 年 10 月 株式会社エボラブルアジア執⾏役員に就任。 

 
取締役 柴田 裕亮 

⽣年  ︓1982 年 
学歴  ︓東京大学 経済学部経済学科 卒業 
職歴  ︓2005 年 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入社。 

2010 年 野村證券株式会社に出向（2012 年帰任）。 
2015 年 5 月 株式会社エボラブルアジア取締役 CFO に就任。 

 
監査役 松濤 徹 

⽣年  ︓1972 年 
学歴  ︓東京都⽴大学（現首都大学東京） 経済学部経済学科 卒業  
職歴  ︓1995 年 近畿日本ツーリスト株式会社入社。 

2000 年 ヤフー株式会社入社。 
2012 年 グーグル株式会社入社。 
2015 年 11 月 株式会社エボラブルアジア執⾏役員 CMO に就任。 
2015 年 12 月 株式会社エボラブルアジア取締役 CMO に就任。 

 
監査役 王 伸 

⽣年  ︓1987 年 
学歴  ︓慶應義塾大学 経済学部 卒業 
職歴  ︓2010 年 税理⼠法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社。 

2013 年 KPMG 税理⼠法人 国際事業アドバイザリー入社。 
2014 年 11 月 株式会社エボラブルアジア経営企画室室⻑に就任。 
2015 年 4 月 株式会社エボラブルアジア執⾏役員に就任。 
2016 年 12 月 株式会社エボラブルアジア取締役に就任。 
2017 年 12 月 株式会社エボラブルアジア COO に就任。 
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■日本最大級オンライン総合旅⾏サービス 

「エアトリ」（https://www.skygate.co.jp/） 
「エアトリ」は、格安航空券や海外ツアー、国内外

ホテルを中心に幅広い旅⾏商品を取扱うオンライン総
合旅⾏サービスです。24 時間利⽤可能なリアルタイ
ム検索や空席照会・即時予約・決済などオンラインな
らではのサービスを提供しています。 
 
 

■株式会社エアトリ 概要 
本社 ︓東京都新宿区新宿 5-15-5 新宿三光町ビル 
社名 ︓株式会社エアトリ 
代表者︓代表取締役社⻑ 吉村 英毅 
資本⾦︓ 100,000,000 円 
ＵＲＬ︓ https://www.airtrip-corp.com 
 
 

■株式会社エボラブルアジア 概要 
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︓代表取締役社⻑ 吉村 英毅 
資本⾦︓1,040,384,900 円 
ＵＲＬ︓http://www.evolableasia.com/ 

仮 


