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 報道関係者各位 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年1月25日（水） 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社Brave group 

 Brave group、⾹港の Web3.0 企業「Animoca Brands」の戦略 

 的⼦会社「Animoca Brands株式会社」より3億円の資⾦調達を実 

 施。累計調達額は30.4億円に 

 〜  メタバース時代のIPプラットフォーマーとして海外進出を⽬指す〜 

 株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野⼝圭登、読み：ブレイブグループ、以 

 下「Brave group」）は、Animoca Brands株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：⾕ 元 

 樹、  読み：アニモカブランズ、  以下「Animoca Brands KK」）と、メタバース領域における事  業 

 拡⼤とグローバル展開の加速を⾒据え、3億円の資⾦調達を実施し、資本業務提携を⾏ったことをお 

 知らせいたします。本調達によりBrave groupの累計調達額は30.4億円となります。 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 
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 ■資本業務提携の趣旨 

 Brave groupは2017年に創業、連続起業家（シリアルアントレプレナー）である野⼝圭登が率いる 

 スタートアップで、現在はバーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC（ライオット 

 ミュージック）」や次世代Virtual eSportsプロジェクト「ぶいすぽっ！」等を運営するIP事業、⾃ 

 社のメタバースエンジンである「Brave Engine（ブレイブエンジン）」を活⽤したPlatform事業な 

 ど、メタバース領域で様々な事業を展開しています。 

 Brave groupでは昨年より、⾃社IPを中⼼に各事業のグローバル展開に⼒を⼊れており、2021年8 

 ⽉には世界最⼤級のアニメコミュニティを運営する「MyAnimeList（マイアニメリスト）」との協 

 業を開始、2022年5⽉には『ビルボード』のインドネシア版メディア「Billboard Indonesia（ビル 

 ボードインドネシア）」と事業提携を⾏う等、グローバル展開のためのパートナーアライアンスも強 

 化しています。 

 また、2022年はWeb3.0元年とも⾔われ、世界中でWeb3.0領域のスタートアップやプロジェクト 

 が次々と⽣まれその注⽬度が⾼まる中で、Brave groupでは2022年3⽉に開催されたRIOT MUSIC 

 のリアル・オンライン同時ライブ「Re:Volt2022（リボルト2022）」で、「⾳」を⽤いたNFT配布 

 を⾏う等、今後到来するWeb3.0時代のコンテンツ訴求を⾒据えた取り組みをいち早く⾏ってまいり 

 ました  （※）  。 

 Animoca Brands KK の親会社となる Animoca Brands  （アニモカブランズ）  は、⾹港を拠点とす 

 る Web3.0企業で、世界各国でブロックチェーンゲーム・メタバース・DeFi・仮想通貨ウォレット 

 など様々な分野への投資を⾏ない、独⾃のWeb3.0エコシステムを構築しています。 

 Animoca Brands KKはAnimoca Brandsの⽇本における戦略的⼦会社として2021年10⽉に設⽴。 

 ⽇本の知財やコンテンツ（IP）ホルダーがWeb3.0のエコシステムの中で世界に直接コミュニティを 

 作り、グローバルでファンを獲得し、トラフィック創⽣の⽀援をすることを⽬的としており、これま 

 で⼤⼿出版社等とも提携しております。 

 今回の資本業務提携を通じて、Web3.0の取り組みを強化し、IPをはじめとするBrave groupのメタ 

 バース領域における各事業のさらなる成⻑と、そのためのグローバル展開を加速してまいります。 

 ■ Animoca Brands KK 岡澤恭弥共同創業者よりコメント 

 ⽇本が誇るIPが世界に進出する⽀援こそ、Animoca Brands株式会社の設⽴された理由であります。 

 今回はBrave groupの持つビジョンに賛同し、投資をさせて頂く機会にも恵まれました。 

 今後はBrave groupとWeb3.0戦略でしっかりと連携し、同社の世界戦略の⽀援をAnimoca Brands 

 グループとも協⼒しながら⾏っていく所存です。Animoca Brands株式会社は今後も様々な投資機会 

 を模索し、⽇本におけるWeb3.0構築に尽⼒し、有⼒なIP発掘に努めて参る所存です。Brave group 

 のような志がある企業と出会えたことは、今後の⽇本での事業機会や投資機会を考える上で多くの勇 

 気を与えて頂きました。引き続き「⽇本のIPを世界に！」を合⾔葉に、全⼒で⽇本において 

 Animoca Brands株式会社として活動を積極化して⾏きます。 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 
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 ■  Brave group代表 野⼝よりコメント 

 今回貴重なご縁があり、Animoca Brandsとの資本業務提携を開始することになりました。 

 「80億の、⼼をうちぬけ。」というミッションを掲げ、ワールドワイドに展開するグローバルカン 

 パニーを⽬指すべく、IPを中⼼とした各事業のグローバル展開とWeb3.0活⽤により⼀層注⼒したい 

 と考えておりました。 

 そのような中で、Web3.0の世界的リーディングカンパニーであるAnimoca Brandsとの提携の機会 

 をいただけたことを⾮常に光栄に思っています。 

 Brave groupでは、ゼロからバーチャルアーティストをはじめとしたIPを創ることを得意とし、 

 後発ながらも実績を作ってきました。今回の提携を通じてAnimoca Brandsと強固なタッグを 

 組みながら、Web3  .0  のエコシステムの中で、IPをはじめとする事業のグローバル展開を加速し 

 ていきたいと思っています。 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 
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 ▼  Brave groupのこれまでのグローバル展開・Web.03に関する取り組みについて 

 世界最⼤級のアニメコミュニティを運営するMyAnimeListと協業を開始 バーチャルミュージック 

 プロダクションRIOT MUSICのグローバル展開を加速 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000044525.html 

 Brave group、ビルボードインドネシアを運営するBahtera Musik Indonesiaと事業提携を開始 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000044525.html 

 Brave groupがトークングラフマーケティング事業を⼿掛けるSUSHI TOP MARKETING社と協業 

 を開始 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000044525.html 

 ▼  Brave groupのこれまでの資⾦調達に関するリリースについて 

 メタバース領域で事業を展開するBrave groupが、事業拡⼤及びグローバル展開を⾒据え13.7億円 

 の資⾦調達を実施。累計調達額は23億円に。 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000044525.html 

 Brave group、マイナビとの資本業務提携のお知らせ 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000044525.html 

 ■Animoca Brands KK 会社概要 

 Animoca Brands株式会社は、グローバルで注⽬を集める「Web3  .0  」企業 Animoca  Brandsの戦 

 略的⼦会社です。⽇本の知財やコンテンツ（IP）ホルダーの、「Web3  .0  」に関する世界展開を⽀援 

 する⽬的で2021年10⽉に設⽴されました。 

 ・オフィス所在地： 東京都港区北⻘⼭3-13-7 

 ・代表者： ⾕ 元樹 

 ・サービス内容 ：WEB3  .0  に関するブロックチェーン・NFTを活⽤したプラットフォーム構築の 

 サービス提供 

 ・会社設⽴： 2021年10⽉25⽇ 

 ・URL：  https://www.animocabrands.co.jp 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000044525.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000044525.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000044525.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000044525.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000044525.html
https://www.animocabrands.co.jp/
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 ■  Brave group 会社概要 

 ・会社名：株式会社Brave group 

 ・設⽴：2017年10⽉11⽇ 

 ・資本⾦：1,878,013,651円（資本剰余⾦含む） 

 ・代表者名：代表取締役 野⼝圭登 

 ・所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 ・事業内容：メタバース領域における 

       ①IP事業 

       ②Platform事業 

       ③Incubation事業 

 ・URL：https://bravegroup.co.jp/ 

 ・グループ会社 

   株式会社バーチャルエンターテイメント 

    https://virtual-entertainment.co.jp/ 

   MateReal株式会社 

    https://matereal.biz/ 

   株式会社クリエイトリング 

    http://aogiri-hs.com/ 

   株式会社MetaLab 

    https://metalab.co.jp/ 

   And Epoch株式会社 

   SuperYellow株式会社 

   株式会社Game & Co. 

 ・関連会社 

   MetaBash Inc. 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 
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 ■  Brave group  代表 野⼝圭登プロフィール 

 代表取締役 執⾏役員 

 （兼務）SuperYellow株式会社 代表取締役 

 （兼務）株式会社MetaLab 代表取締役 

 2011年の在学中に株式会社Vapesを創業。 

 2016年に同社を株式会社ベネッセホールディングスへ事業 

 譲渡、50社以上のスタートアップへのエンジェル投資、共 

 同創業を経て、2020年に株式会社Brave group代表取締役 

 に就任（現任）。 

 メタバースプラットフォーム事業を展開する当社⼦会社の株 

 式会社MetaLabや、「RIOT MUSIC」等を運営する 

 SuperYellow株式会社の代表取締役も兼任。 

 ■  株式会社Brave groupでは⼀緒に働く仲間を募集しています 
 Brave groupではさらなる事業の拡⼤に向け、積極的な採⽤活動を⾏なっております。 

 応募中の職種は、下記の求⼈⼀覧ページからご確認ください。 
 ・Brave group Wantedlyページ 
 https://www.wantedly.com/companies/bravegroup 

 ・求⼈⼀覧 
 https://herp.careers/v1/bravegroup/ 

 ・採⽤に関するお問い合わせ 
 https://bravegroup.co.jp/contact/ 

 ■報道関係者からのお問い合わせ 
 Brave group 広報担当 
 メールアドレス：pr@bravegroup.co.jp 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 
 株式会社Brave group 東京都港区芝浦2-17-9 ⼤友ビル2F-C 

 TEL:03-5860-2228 
 広報担当  Mail:pr@bravegroup.co.jp 

https://www.wantedly.com/companies/bravegroup
https://herp.careers/v1/bravegroup/
https://bravegroup.co.jp/contact/

