
 

 

 
＜本件に関するメディアの皆様からのお問合せ先＞ 

■東京 eスポーツゲート株式会社 PR事務局（株式会社 W TOKYO 内）野澤佳世、礒ゆき菜、神大一郎 
TEL：03-6419-7183 / FAX：03-6419-7776 / E-MAIL：w-pr@w-tokyo.co.jp 

 

東京 e スポーツゲート株式会社  

あらゆるアソビの熱量が循環する、ブロックチェーンによる 

「RED°トークンエコノミー・プロジェクト」 
第一弾を始動 

 
～ハリウッド関係者達が手掛けるブロックチェーンプロジェクト 

Element.Black とアライアンスを締結。 
RED゜TOKYO TOWER 内開設予定の「RED゜NFT ギャラリー」 
に全世界が驚く IP 作品が展示されるリアルな世界観を構築します～ 

 
 
東京タワーを拠点に、esports/エンタメの拡張事業を展開する東京 e スポーツゲート株式会社(本社:東京都

港区、代表取締役社長：原 康雄 以下、TEG)は、ブロックチェーンによる「RED゜トークンエコノミー・プ
ロジェクト」を本格始動いたします。 

 
「RED゜トークンエコノミー・プロジェクト」は、2022 年 4 月に開業する日本最大規模の esports パーク

『RED゜TOKYO TOWER』と完全連動するデジタルプラットフォームとしてブロックチェーンを活用し、メ
タバースを視野に入れた新たな esports/エンタメ経済圏（トークンエコノミー）となります。 

 
その第一弾として、エンターテインメントに特化したIP Agent会社である株式会社Japanewと、ハリウッ

ド関係者達が手掛けるブロックチェーンプロジェクト・Element.Blackとアライアンスを締結。RED゜
TOKYO TOWER内に開設予定の「RED゜NFTギャラリー」に、Element.Black独自のネットワークにより、
全世界が驚くような話題性のあるIPを活用した作品が展示されるリアルな世界観を構築します。 

 
本プロジェクトの詳細は、決定次第随時発表いたします。 
 

2022 年 1 月 27 日 

東京 e スポーツゲート株式会社 ＜報道関係者各位＞ 
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Element.Black はアドバイザーに、パラマウントピクチャー及びコロンビアピクチャーズ元代表取締役社

長、現アカデミー協会副理事長 Sid Ganis や「アベンジャーズ」シリーズの製作総指揮及び「ザ・スーサイ
ドスクワッド」等の監督を務めた James Gunn といったハリウッドの重鎮達を迎えています。 

エンターテインメント業界に精通し、世界的に有名なIPを所持しているハリウッドの重鎮達とタッグを組
むことで、世界中が驚くIPを活用した作品が展示される、世界でも類をみないリアルとバーチャルが融合し
たNFTギャラリー「RED゜NFTギャラリー」が、日本の象徴のひとつである東京タワー内に誕生します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sid Ganis 
アカデミー協会の現副理事長・映画芸術科学アカデミー元会長・ゴールデングローブアチーブメントアワード受

賞者（ゴールデングローブ賞受賞）・パラマウントピクチャー及びコロンビアピクチャーズの元代表取締役社

長。Ganis 氏は、近年映画界で最も有名かつ尊敬されている重鎮の一人。ルーカスフィルム、ワーナーブラザー

ズ、パラマウント、20 世紀フォックスにおいても要職を務めた経歴を持ち、様々な功績を残している。 

James Gunn 
Gunn 氏は、アメリカ・ハリウッドにおける最も有名な監督・脚本家の一人。大人気のマーベルコミック「アベン

ジャーズ」シリーズの製作総指揮を務める。その他にも「ブライトバーン」（製作）、「ガーディアンズ・オブ・

ギャラクシー」（監督・脚本）やハーレークイーンの「ザ・スーサイドスクワッド」（監督・脚本）などのヒット

作を手掛けている。The writer and director of Gu 

原 康雄 
リクルートにて人事企画、新規事業開発などを歴任。その後、投資・開発・アセットマネジメントまで各種の施

設開発・運営を手がける企業の代表を経て、2021 年に東京 e スポーツゲート株式会社を設立。リアル・デジタ

ル領域における新規事業の開発経験をふまえ、esports/エンタメを軸に日本が誇る文化を世界へと発信する

RED°プロジェクトを先導する。さらに、RED°独自の“経済圏”の構築を目指し、「RED°トークン」を発行す

るブロックチェーン・スタートアップ FIDA 株式会社の代表も兼任。 

Element.Black 

東京 e スポーツゲート株式会社 

村川 友紫 
JP モルガン証券株式会社にて 15 年以上に渡りクレジット営業として従事。 

その後、IP エージェント業務に携わる株式会社 Japanew を Zena 氏と創業し、代表取締役に就任。 

同社は Element. Black プロジェクトを運営する Element Black Limited とパートナーシップを締結しており、

同プロジェクトの日本関連の案件を独占的に仲介する。riter and director of Gu 

Zena Otsuka 
20 年以上に渡り、エンターテイメント業界に携わる。国内外問わず、500 名以上の俳優・女優・アーティスト

等に取材した経験を生かし、 株式会社 Zena Style を設立。世界中の映画・ドラマ・音楽作品を対象に、日本の

俳優・女優・アーティスト等のキャスティング・マネージメント業務を行う。Zena 氏は、株式会社 Japanew の

共同創業者兼取締役も務める。 

writer and director of Gu 

株式会社 Japanew 
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■世界が日本に熱狂する、RED゜経済圏を。 
TEG は、ゲーム/エンタメをはじめとした日本が誇る多様なカルチャーを掘り起こし、”NEXT JAPAN”とし

て世界に発信していきます。東京タワーを起点にしながら、リアルでの施設開発や興行を開催。さらにデジ
タル上では、NFT のプラットフォームを構築し、ハリウッドを皮切りに、中国、シンガポール、韓国、ヨー
ロッパなど世界をつなぐ展開を構想しています。NFT で世界を結ぶことで日本国内だけでなく世界中の人が
リアルとバーチャルで集結し、熱量が可視化され循環する｢新たなアソビの経済圏｣”RED゜経済圏”を構築し
ていきます。 
 
 
■株式会社 Japanew について 

株式会社 Japanew は、国内外の様々な会社やプロジェクト・プラット
フォームとパートナーシップを締結しており、日本の IP を国内外に広め
るだけでなく、海外の IP を日本に繋げるエンターテイメントに特化した
IP Agent 会社になります。 

Japanew は海外エンターテイメント業界・ハリウッドに精通する Element.Black プロジェクトを運営する
Element Black Limited とパートナーシップを締結。Japanew 代表取締役 村川 友紫及び共同創業者兼取締
役 Zena Otsuka は共に Element.Black のアドバイザーに就任しており日本における同プロジェクトの案件
は、Japanew が仲介いたします。 
 ハリウッド関係者が手掛けるブロックチェーンプロジェクトを通じて、日本の IP ホルダーをグローバル市
場に繋げるとともに、世界中の IP を日本市場にお届けいたします。 
公式サイト： https://japanew.jp/ 
 

■Element.Black について  
Element.Black は、ハリウッド関係者が手掛けるブロックチェーンプロ

ジェクトで、エンターテイメント業界に精通しております。 
 NFT marketplace や Game-Fi、メタバース関連のインフラ開発を行っ
ており、プラットフォーム上でゲーム・映画・音楽・アート・アニメーシ
ョンなど様々なエンターテインメントサービスを提供していきます。独自
で開発した Pixel Infinity・NFT Marketplace・Digital Wallet・Staking & Protocol 等によって構成される分
散型ネットワークを構築しており、これらには Element.Black が発行する ELT トークンが使用されます。 
公式サイト：http://www.element.black/ 
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100070875120357&refsrc=deprecated&_rd 
Twitter: https://twitter.com/ELTblack 
Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCxhYiYczJcBhwsTL9pWtA-A  
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■RED゜トークンエコノミー・プロジェクトについて 
「RED゜トークンエコノミー・プロジェクト」は、同施設と完全連動するデジ
タルプラットフォームとしてブロックチェーンを活用し、メタバースを視野に
入れた新たな esports/エンタメ経済圏（トークンエコノミー）となります。 

本プロジェクトの中核を担うのが、経済圏の中で活動するあらゆるステーク
ホルダーの「アソビの熱量」です。それぞれのアクションをブロックチェーン
を通じて記録・収集し、個人へ帰属したその熱量や貢献に応じて公平な報酬を
提供。トークンを活用して特別な体験を楽しんだり、ユーザー同士で交流した
りと、経済圏をユーザーの手によって醸成していく環境をつくります。 
 
■東京 e スポーツゲート株式会社について 

東京 e スポーツゲート（TEG）は、TOKYO/JAPAN のアイコンである東京
タワーを拠点に、esports を軸としたエンタメ領域でリアル×デジタルがシン
クロする事業を展開し、国内の esports 市場の拡大を牽引することを目指しま
す。 
日本と世界、発見と熱狂をクロスオーバーさせながら、ライフスタイルを拡張
する多様な体験を創出する新たな”GATE”となる、その想いを社名に込め 2020
年 12 月に設立いたしました。 
 
■会社概要（東京 e スポーツゲート株式会社） 
会 社 名：東京eスポーツゲート株式会社（TOKYO ESPORTS GATE, Inc.） 
代表取締役社長：原 康雄 
所 在 地：東京都港区芝公園4-2-8 日本電波塔ビルディング4階 
設 立 日：2020年12月8日 
資 本 金：4億1000万円（資本準備金含む） 
事 業 内 容：リアルプラットフォーム事業、デジタルプラットフォーム事業、イベント・コンテンツ事業、 

コンサルティング事業 
公 式 サ イ ト：https://tokyo-esports-gate.co.jp/ 
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