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株式会社 Aiming

株式会社 Aiming e-sports プロチーム「DeToNator」の
メインスポンサーに就任
株式会社 Aiming（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：椎葉 忠志）は、e-sports プロチーム「DeToNator」（代表：江尻勝）
のメインスポンサーに就任した事をお知らせいたします。今後 Aiming は「DeToNator」の e-sports 競技活動について、支援を行
ってまいります。
現在 e-sports は世界各地で新しいエンターテインメントとして盛り上がりを見せており、総賞金が数億円を超える世界大会が
複数あり、最高賞金額は 13 億円を超えるものもあります。国内でも大会やイベントが開催されるようになっており、日本でも
e-sports の機運が高まりつつあります。そんな中、日本で最も実績のある e-sports プロチーム「DeToNator」のメインスポンサ
ーを Aiming が務めることとなり、今後はゲーム市場の新たな発展とゲーマーの認知度向上の為、会社として支援を行います。
また Aiming は「ゲーヲタ採用」を積極的におこなっており、ゲーム開発においても日本発で世界的な飛躍を目指しております。
「DeToNator」とは同じ世界での活躍を指標としており、最高の機会でのスポンサード契約となりました。今後は Aiming でも
e-sports 競技となるようなゲームを開発していきたいと考えております。

■株式会社 Aiming 代表取締役社長 椎葉忠志よりコメント
Aiming はゲーヲタ採用を掲げているように、ゲームを心から愛する集団です。ゲーム業界が新しい発展をするために、
e-sports のような新しい可能性を私たちが支えて拡げていかなければならないという使命感と、ゲーム業界で新しい挑戦を世
界に向けて行うチームをベンチャー企業である私たちこそ支援すべきだと考えました。
「DeToNator」江尻代表は起業経験もあり、ゲームへの強く深い情熱を持っています。我々は「DeToNator」と e-sports の可能
性を信じています。

■DeToNator 代表 江尻勝よりコメント
この度の契約は、「DeToNator」にとって大きな可能性を秘めた重要な出来事になりました。期待と希望の感情を隠せない程
のサポート体制に興奮しており、様々なバックアップを受けながら世界に立ち向かう準備ができたと確信しています。
この契約に至るまで本当に多くの方の力と選手とのたゆまぬ信頼関係があったからこそに思います。改めて全ての関係者の
皆様に感謝いたします。
すでにグローバルタイトルでの活動にもスポンサー様との関係を活かした内容も出てきております。AVA はもちろん DOTA2
も順調に進んでおります。League of Legends 部門も選手の獲得に動き出しました。Counter-Strike:Global Offensive 部門も同じ
く動き出しております。環境に甘えることなく自ら動ける選手を育てていきたいです。新たなご縁を信じて、さらなる飛躍ができ
るように努めてまいりたいと思います。
合わせてのご報告になりますが、ゲーミングチームを運営していくための会社も設立しました。こちらは別紙にて詳細を記載
しております。

■DeToNator 紹介動画 【What is DeToNator】
https://youtu.be/5f2pybY664U

＜Aiming 情報＞
■Aiming Facebook
URL：https://www.facebook.com/AimingInc
■Aiming Twitter
URL：https://twitter.com/aiminginc

＜GamingD 情報＞
■DeToNator オフィシャルサイト
URL：http://detonator-gg.com/
■DeToNator Facebook
URL：https://www.facebook.com/ava.detonator
■DeToNator Twitter
URL：https://twitter.com/AVA_DeToNator

プレスリリース 別紙
■新会社「株式会社 GamingD」の設立に関して

”ゲームへの情熱が全て。”
この度、「DeToNator」を運営するための会社「株式会社 GamingD(ｹﾞｰﾐﾝｸﾞﾃﾞｨｰ)」(以下、GamingD という)を設立いたしました。
GamingD はゲームへのあくなき探究心と、情熱を持つ人々が集まって作る作品を通じて、人々に感動を与え、協賛企業と共に
ゲーム市場の活性化に努めるプロゲーム集団であり続けます。ゲームを通して成長できる組織になるべく努力を惜しみません。
ゲームに国境はなく日本から世界に発信できる存在になるために何ごとにも”情熱”をもって進みます。
GamingD という社名に秘めた想いは、DeToNator の意味でもある”起爆装置”に Galactic の意味でもある”星雲”のように
様々な星(才能)が集まり、この 2 つがゲームの世界を立ち止まることなく常に”～ing 進行形”で活動できる 組織にしたいという
想いをこめております。

会社ロゴ

会社情報
会社名：株式会社 GamingD
代表取締役：江尻 勝（ejiri masaru）
住所：愛知県尾張旭市東印場町 3-7-11
連絡先：0561-51-1192
E-Mail：press@gamingd@co.jp

■e-sports プロチーム「DeToNator」の大会戦績/活動実績
◆「DeToNator」AVA 部門大会戦績
AVA 大会 優勝回数 合計 33 回

【2015 年大会成績】
2015AVAODL Season1 爆破部門

優勝

【2014 年大会成績】
2014AVARST Season3 爆破部門

優勝

2014AVARST Season3 護衛部門

準優勝

2014IEF 国際大会

3位

爆破部門

2014AVAODL Season3 護衛部門

優勝

2014AVARST Season2 爆破部門

優勝

2014AVARST Season2 護衛部門

準優勝

2014AIC 国際大会

爆破部門

準優勝

2014AVAODL Season2 護衛部門

優勝

2014AVARST Season1 爆破部門

優勝

2014AVARST Season1 護衛部門

優勝

2014AVAIFM 国際大会爆破部門

4位

2014AVAIFM 国際大会護衛部門

優勝

2014AVACST Season1 奪取部門

優勝

2014AVAODL Season1 護衛部門

優勝

【2013 年大会成績】
2013AVARST Season3 爆破部門

優勝

2013AVARST Season3 護衛部門

優勝

2013IeSF 国際大会

爆破部門

予選敗退

2013AVARST Season2 爆破部門

優勝

2013AVARST Season2 護衛部門

優勝

2013AVACST Season1 奪取部門

優勝

2013ALIENWARE BATTLEGROUNDS Season2 優勝
2013AVALMT Season1 護衛部門 護衛部門

優勝

2013AVA 国際エキシビジョンマッチ 爆破部門 優勝
2013ALIENWARE BATTLEGROUNDS Season1 ３位
2013AVARST Season1 爆破部門

準優勝

2013AVARST Season1 護衛部門

準決勝敗退

2013AIC AVA INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 準優勝（世界２位）

【2012 年大会成績】
2012AVACST Season2 奪取部門

優勝

2012AVARST Season1 爆破部門

準優勝

2012AVARST Season1 護衛部門

優勝

2012AVAODL Season1 爆破部門

２位

2012AGC 国際ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏｯﾁ護衛部門

優勝

2012AVARST Season2 護衛部門
2012e-sports 日本選手権 爆破部門

優勝
優勝

2012AVAODL Season2 爆破部門

２位

2012AVAMST Season1 護衛部門

優勝

2012AVARST Season3 爆破部門

優勝

2012AVARST Season3 護衛部門

優勝

（2011 年以前省略）

◆「DeToNator」DOTA2 部門大会戦績
2015 第 4 回 Japan Dota Cup 準優勝
2015 Harmony League Season1 日韓親善大会 優勝
2015 Honeycomb Dota 2 Festival 第一回大会 優勝
2015 ESL One Frankfurt 2015 SEA Qualifier 予選敗退
2015 Corsair Gaming Arena#1 予選敗退

◆「DeToNator」League of Legends 部門大会戦績
第 5 回 Japanese Challenger League B リーグ 優勝

◆「DeToNator」活動実績
＜2012 年＞
・チームイベント：第 1 回 秋葉原アイカフェ内 ALIENWARE ARENA にて単独イベント
・配信番組「ファミ通コネクトパーティー」出演 4 回
・ASCII.jp×デジタル記事：SteelSeries 新製品「Flux」取材記事
・ITmedia 記事：MSI「GE60／GE70 ゲーミングノート PC」
・ITmedia 記事：EIZO ゲーミングモニター『FORIS FS2333』
・IGDA 日本デジタルゲーム競技(e-sports)研究会
USTREAM：デジタルゲームの教科書ラジオ出演
・個人活動：AVA ネットカフェキャラバン全国ツアー 1 名参加

＜2013 年＞
・東京ゲームショウ SteelSeries ブースにて参加出演
・SteelSeries DeToNator オリジナルマウスパッド発売：http://steelseries.com/jp/blog/press/pr130808
・チームイベント：第 2 回 秋葉原アイカフェ内 ALIENWARE ARENA にて単独イベント
・チームイベント：第 3 回 恵比寿ポジション 2 にてネットカフェイベント：http://ex.famitsu.com/everydaybeta/2013/07/05/248/
・配信番組「ファミ通コネクトパーティー」出演 4 回
・GAME Watch 記事：SteelSeries 新製品「KANA v2」取材記事：
http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/20130830_611805.html
・マイナビ記事：BenQ「XL2420TE」取材：http://news.mynavi.jp/kikaku/2014/01/28/002/
・店舗イベント：ELSA JAPAN 店頭イベント 東京・札幌・広島 参加
・個人活動：AVA ネットカフェキャラバン全国ツアー 2 名参加
・AVA ムック本（2013 年 12 月 28 日発売）：4 名出演
・AVA プロスポーツ選手対談企画記事 2 名参加
第 1 弾（プロボクサー）：http://www.famitsu.com/news/201304/26032552.html
第 2 弾（格闘家）：http://www.famitsu.com/news/201307/08036213.html
第 3 弾（プロ水泳選手）：http://www.famitsu.com/news/201310/29042397.html

＜2014 年＞
1 月 24 日 e-sports SQUARE オープニングパーティーイベント 招待試合に参加
2 月 5 日 尾張旭市市長表敬訪問
2月

AVA 対談企画 第 4 弾 増田俊也さん・格闘家中井さん・格闘選手中島さん

3 月 29 日 DeToNator ネットカフェイベント開催
4 月 20 日 MX テレビ（ch902） 「e スポーツ MaX」で特集
4 月 30 日 『爆速 BTO パソコンからグラボ性能もわかった! 快適ゲーム PC が自作できる本 』
DeToNator から Ak~ayS が配信設定について記事協力
5 月 4 日 放送 MX テレビ（ch902） 「e スポーツ MaX」で 2 回目の特集
AVAIFM でのチームの様子をドキュメンタリーなタッチで放送。約 10 分程
5 月 9 日 MSI 様新製品発表会に参加
5 月 9 日 新番組 生放送番組『月刊ファミ通 feat.』に出演
5月

北海道地区で放送されているテレビ番組「極めろ！仮想ゲームクラブ」に爆破チームが出演
番組アーカイブとして youtube やよしもと番組サイトに掲載されてます。

6 月 17 日 7 月 13 日分放送 MX テレビ（ch902） 「e スポーツ MaX」で Dark よっぴーが出演「世界で活躍する e-sports アスリ
ート」
7 月 16 日～19 日 台湾にて AIC 国際大会に出場
7 月 29 日 GUNNAR 様の MX テレビ（ch902） 「e スポーツ MaX」にて 8 月 CM 放送の 4 回分撮影をしました。
8 月 17 日放送分に MX テレビ（ch902） 「e スポーツ MaX」に出演江尻のマネージャー特集取材になります。
8 月 9 日 KADOKAWA 様の youtube 講習イベントに招待されました。
9 月 13 日 パソコンショップ Ark 様にて DeToNator オリジナル T シャツ販売開始
9 月 18 日～21 日 東京ゲームショウ参加
9 月 23 日 護衛新マップ：カサブランカの先行プレイ記事(4Gamer 掲載予定/掲載日 10 月上旬予定)
10 月 21 日・23 日 KADOKAWA 企画：ファミ通×電撃ゲーム実況エクストリーム ゲーム実況秋祭り
10 月 22 日 Gameon 公式 AVA 配信 AIC 振返り編 出演
11 月 8 日 MSI/EIZO 共同イベント TSUKUMO 名古屋店

参加メンバー：SHAKA、江尻

11 月 16 日 EIZO イベント 週アス LIVE with AppBank デジギア＆スマホゲーム大感謝祭
参加メンバー：Dark よっぴー、SHAKA、江尻
11 月 29 日 MSI イベント ソフマップ リユース総合館 参加メンバー：SHAKA、江尻
12 月 10 日 Amazon ゲーミングデバイスストア 参加者：SHAKA、RobiN
記事 URL：http://www.negitaku.org/news/18973/

＜2015＞
2 月 21 日 SEGA アーケードゲーム「ワンダーランドウォーズ」の体験会に参加

参加者：SHAKA

3 月 26 日 スクエア・エニックス様の新 PC タイトルの「ガンスリンガーストラトス」の公式生放送に出演
参加者 2 名：SHAKA、YamatoN
3 月 11 日 MSI ノートパソコン 新製品発表会 代表の江尻が参加
4 月 25 日、26 日 ニコニコ超会議 2015 SteelSeries ブース 参加出演 参加者：SHAKA、Dark よっぴー、RobiN

今後とも、ゲーム内のみにとどまらず、ゲーム外での活動にも力を入れていきたいと考えております。
クラン・個人でもご協力できることがあればできる限り対応させていただきます。

