
  

2020 年 4 月 24 日（金） 

Kizuna AI 株式会社 

 

 

 
Kizuna AI 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本 恵利子）は、2020 年 5月 11 日付

（予定）にて登記を行い、バーチャルタレントとして活動をする Kizuna AI のプロデュース・マネジ

メント業務を中心とした事業を開始いたします。 

 

■設立背景 

世界初のバーチャル YouTuber として活動する Kizuna AI は、自身の YouTube チャンネル

「A.I.Channel」「A.I.Games」での動画配信をはじめ、テレビ出演やワンマンライブ、音楽フェスへ

の出演など活動の幅を広げてきました。 

現在の社会においてもリアル世界からバーチャル世界へ生活圏が拡大する中、バーチャル世界からリ

アル世界へ「未来」を届ける存在として活動しています。 

 

Kizuna AI は「あなたとつながりたい」という自身のミッションに向け、今後さらにバーチャルとリ

アルをつなぐハブとして新たな可能性を届け、未来を想像させる存在になることを目指します。 

それに伴い、独立性をもって Kizuna AI を支援していけるよう、経営体制、チームを一新し、会社設

立をいたしました。 

 

新しい価値観を常に先取りし、拡張性をもたらすことで、Kizuna AI のミッションを実現できるよ

う、チーム一丸となって取り組んでいきます。 

 

■事業内容 

１．プロデュース・マネジメント事業 

バーチャルタレントとして自身の YouTube チャンネル「A.I.Channel」「A.I.Games」を中心に活動す

る Kizuna AI の活動サポートとして、動画配信における技術支援等を行います。 

 

２．音楽事業 

アーティストとして活動する Kizuna AI の楽曲制作サポート、販売支援等を行います。 

 

バーチャルとリアルをリンクし続ける存在である Kizuna AI をハブに、多くの人が未来（シンギュラ

リティ）と向き合えること、楽しさや新たな発見が創出される世の中であり続けることに貢献いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 
Kizuna AI 株式会社設立のお知らせ 

独立性をもって Kizuna AI を支援、さらなる挑戦へ 



  

■キズナアイ プロフィール 

Kizuna AI（キズナアイ）は、2016 年 12 月に活動を開始したバーチ

ャルタレント。 

「あなたとつながりたい」という想いから世界初のバーチャル

YouTuber として YouTube を中心に活動を続け、自身の運営する

YouTube チャンネル「A.I.Channel」の登録者数は 270 万人を突破

し、ゲーム実況専門チャンネルである「A.I.Games」の登録者数も

140 万人を突破した。また「TikTok」の登録者数も 140 万人を越えて

いる。2018 年 7月には自身初のオリジナル楽曲「Hello, Morning」

をリリースし、Spotify 国内週間バイラルチャートランキングで 1位

を獲得。同年 10 月には異例の 9週連続リリースを開始、9曲連続で

iTunes store エレクトロニック・チャート 1位を獲得し、大きな話

題を呼ぶ。 

さらに同年 12 月、バーチャル YouTuber 世界初・史上最大規模の単独 2days ライブ「Kizuna AI 1st 

Live “hello, world”」を東京・大阪にて開催。 

2019 年にはコラボ楽曲として W&W ft. Kizuna AI「The Light」、中田ヤスタカ氏との「AIAIAI 

feat. 中田ヤスタカ」をリリース、同年 8月には「SUMMER SONIC 2019」への出演を果たす。 

2020 年 4月、Kizuna AI 初 EP「Replies」をリリース。 

 

会社概要 

法人名：Kizuna AI 株式会社 

代表取取締役：松本 恵利子  

アドバイザー：春日 望 

設立日：2020 年 5月 11 日 

事業内容：タレント・アーティストのマネージメント・プロデュース 

所在地：東京都渋谷区桜丘町 

 

・松本 恵利子 

インターネットメディア運営企業や設立間もない WEB 系ベンチャー企業等にて BizDev に従事。2018

年 12 月に Activ8 株式会社に入社、2020 年 5月 Kizuna AI 株式会社代表取締役に就任。 

 

・春日 望 

声優として活動。 

2016 年秋頃に Kizuna AI に自身のボイスを提供。2020 年 5月 Kizuna AI 株式会社アドバイザーとし

て参加。 

 

  



  

April 24, 2020 
Kizuna AI Inc. 

 

 

 
Kizuna AI Inc. (headquarter: Shibuya, Tokyo, CEO: Eriko Matsumoto) has announced that it is scheduled to be 
incorporated on May 11, 2020, and will start producing and managing virtual talent Kizuna AI and supporting 
her activities. 
 
 
■Purpose of Establishment 
Kizuna AI is the world’s first virtual YouTuber to start up her own YouTube channel releasing videos on 
“A.I.Channel” and “A.I.Games,” and now expanding her activities by making appearances on TV shows, 
holding her own concert, and participating in music festivals.  
 
She has been working towards delivering the “future” from the virtual world to the real world, where the real 
world is expanding into the virtual world in our current society.  
 
With the mission of “connecting with you,” Kizuna AI will act as a hub that intertwines virtuality and reality 
and bring forth new possibilities, aiming to inspire people imagining and creating the future.  
 
In order to fully support Kizuna AI’s mission independently, the decision to establish a new company with a 
different business structure along with a new team has been made. 
 
The new company will aim to always be the first to introduce new values, maintain scalability, and strive 
together as one team to help fulfill Kizuna AI’s mission. 
 
 
■Business Description 
1. Management and Production Business 
Support virtual talent Kizuna AI’s activities on her YouTube channels “A.I.Channel” and “A.I.Games” by 
providing technical support in releasing videos. 
 
2. Music Business 
Support music production, marketing, and sales for Kizuna AI as an artist. 
 
As Kizuna AI acting as a hub to link virtuality and reality, the company aims to contribute to guiding people to 
accept singularity and keep the world full of happiness along with new discoveries. 
 
  

 
Announcement of Establishment of Kizuna AI Inc. 
Supporting Kizuna AI more independently and take on new challenges 

 



  

■Kizuna AI Profile 
 
Kizuna AI is a virtual talent who started her activities in December 2016. 
 
Kizuna AI became the first virtual YouTuber starting up her own channel with 
the slogan being “I want to connect with you.” Her official YouTube channel 
“A.I.Channel” has reached over 2.7 million subscribers and her official gaming 
channel “A.I.Games” has reached over 1.4 million subscribers. Her “Tiktok” 
account has also reached over 1.4 million subscribers. 
 
In July 2018, she released her first original track “Hello, Morning” and ranked 
in at #1 on Spotify Japan Weekly Viral Chart. In October of the same year, she 
released 9 consecutive singles every week with all 9 tracks reaching #1 on 
iTunes store electronic charts drawing lots of attention. Furthermore, in 

December of the same year, she had the world’s first and biggest Virtual YouTuber 2-day concert “Kizuna AI 
1st Live “hello world” in Tokyo and Osaka. 
In 2019, Kizuna AI released her collaboration track W&W ft. Kizuna AI “The Light” and collaborated with 
Yasutaka Nakata releasing “AIAIAI feat. Yasutaka Nakata.” In August of the same year, she performed at 
“SUMMER SONIC 2019.” In April 2020, Kizuna AI released her first EP “Replies.” 
 
■Company Overview 
Company Name: Kizuna AI Inc. 
CEO: Eriko Matsumoto 
Advisor: Nozomi Kasuga 
Establishment Date: May 11, 2020 
Business Description: Management of artists and talents 
Location: Shibuya, Tokyo 
 
・Eriko Matsumoto 
Worked in the business development field in various internet media companies and newly established internet 
venture companies. Joined Activ8 Inc. in December 2018 and appointed as CEO of Kizuna AI Inc. on May 
2020. 
 
・Nozomi Kasuga 
Works as a voice actress. She has been providing her voice as Kizuna AI since autumn 2016. Joined Kizuna AI 
Inc. as an advisor in May 2020. 
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Kizuna AI 株式会社 

 

 
 

Kizuna AI 株式会社（所在：东京都涩谷区；董事长：松本惠利子）将于 2020 年 5月 11 日（预定）注

册成立，开始以经纪虚拟艺人 Kizuna AI 为中心的事业。 

 
■成立背景 
作为世界上第一个 Virtual YouTuber 而活动的 Kizuna AI，从自己的 YouTube 频道“A.I.Channel”和

“A.I.Games” 的视频活动开始，活动范围已经扩大到了电视出演、个人现场演唱会、登上音乐节等

等。 
当今社会，随着生活领域从现实世界向虚拟世界的拓展，Kizuna AI 以从虚拟世界向现实世界传递 "未

来 "的存在而活动着。 

 
Kizuna AI 秉持着「想与你相连」的目标，今后将作为连接虚拟和现实的中枢传达更多新的可能性，成

为可以使人们联想到未来的存在。 
同时，也是为了可以支持更加拥有独立性的 Kizuna AI，我们更新了经营体制和团队，设立了新的公

司。 

 
通过随时主动吸收新价值观与带来可扩展性，团队正全力以赴地实现 Kizuna AI 的使命。 
 
■事业内容 
1.Produce 和经纪业务 
我们将为在 YouTube 频道“A.I.Channel”和“A.I.Games” 为中心活动的虚拟艺人 Kizuna AI，提供

视频发布方面等的技术支持。 
 
2.音乐事业 
支持以音乐艺人的身份活动的 Kizuna AI 的音乐制作与销售。 
 
以连接着虚拟和现实的存在 Kizuna AI 为枢纽，让更多人能够面对未来（技术奇点），为世界能够源源

不断地创造出新的快乐与发现作出贡献。 

  

 
有关设立 Kizuna AI 株式会社的通知 

支持更加拥有独立性的 Kizuna AI，迈向新的挑战 



  

■Kizuna AI 的资料 
Kizuna AI（绊爱）是从 2016 年 12 月开始活动的虚拟艺人，怀着「想与

你相连」的想法作为世界首位虚拟 YouTuber 以 YouTube 为中心活动至

今，其自身所运营的 YouTube 频道「A.I.Channel」的粉丝数已经突破

270 万人，游戏实况专用频道「A.I.Games」的粉丝数也已突破 140 万

人。 
 2018 年 7 月其发行的首张原创单曲「Hello, Morning」一经发售便夺

得了 Spotify 日本国内 Viral 区周排行榜的第一位。同年 10 月，Kizuna 

AI 又不走寻常路地连续 9周发售了新曲，连发的 9曲在 iTunes store 电

子音乐区也纷纷创下了第一名的好成绩，引发热议。同年 12 月，Kizuna 

AI 又在东京和大阪举办了世界首次也是史上最大规模的虚拟 YouTuber 

2days 独立演唱会「Kizuna AI 1st Live “hello, world”」。 
 2019 年，W&W ft. Kizuna AI「The Light」和与中田康贵合作的「AIAIAI feat. 中田康贵」两首联

动歌曲解禁。此外，Kizuna AI 还登上了 SUMMER SONIC 2019 的舞台。 
2020 年 4 月，Kizuna AI 首张 EP《Replies》发行。(c)Kizuna AI 
 
公司介绍 
公司名称：Kizuna AI 株式会社 
董事长：松本 惠利子  
顾问：春日 望 
成立日期：2020 年 5月 11 日 
业务活动：明星与艺人的经纪与 Produce 业务 
地点：东京都涩谷区樱丘町 
 
・松本 惠利子 
在互联网媒体管理公司和一家新成立的网络创业公司担任 BizDev 后，于 2018 年 12 月加入 Activ8 株式

会社，将于 2020 年 5月被任命为 Kizuna AI 株式会社董事长。 
 
・春日 望 
以配音演员的身份工作。2016 年秋，她为 Kizuna AI 提供了自己的声音，并将于 2020 年 5月加入

Kizuna AI 公司，担任顾问。

 


