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日本初 Brave ブラウザ内で使用できる暗号資産（仮想通貨）ウォレット機能提供開始
1,000 円相当の BAT プレゼントキャンペーン実施のお知らせ
ビットコイン取引量 5 年連続国内 No.1*1 の暗号資産（仮想通貨）取引所を運営する株式会
社 bitFlyer（本社：東京都港区、代表取締役：林 邦良、以下「bitFlyer」）と、次世代高速
ブラウザ Brave を提供する Brave Software, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：
Brendan Eich、以下「Brave Software」）の子会社で、ブロックチェーン関連業務を行う
Brave Software International SEZC は、Brave ブラウザ内で使用できる暗号資産ウォレッ
ト機能（以下「本サービス」）を共同開発し、デスクトップ版のサービス提供を開始いたし
ましたので、お知らせします。
また、本サービスの提供開始を記念し以下のキャンペーンを実施します。

【サービス概要】
bitFlyer アカウントをデスクトップ版の Brave ブラウザ上で Brave Rewards に連携*2 する
ことで、以下の機能をご利用いただけます。
• Brave ブラウザ上で配信される広告を閲覧すると、翌月 5 日に報酬として BAT を
bitFlyer アカウントで受け取ることができます（広告閲覧毎に、広告主が支払う費用の
約 70％ を報酬として受け取れます）。
• Brave ブラウザを利用することで受け取った BAT は、bitFlyer で売却し日本円に換金
できます。
• bitFlyer の販売所で購入した BAT を Brave ブラウザ上でクリエイターにチッピング
（投げ銭）できます。

【Brave Rewards との連携方法】
1. デスクトップ版の Brave ブラウザをダウンロードしてください。
既に Brave ブラウザをご利用の方は Brave v1.24.84 にアップデートしてください。
2. Brave ブラウザ上で「Brave Rewards の使用を開始」をクリックし、bitFlyer アカウン
トを連携してください。
連携方法の詳細はこちらをご覧ください。

【bitFlyer × Brave タイアップキャンペーン！1,000 円相当の BAT プレゼント】
■ キャンペーン概要
bitFlyer アカウントを Brave Rewards に連携したお客様に、1,000 円相当の BAT をプレ
ゼントします。
■ キャンペーン期間
2021 年 5 月 12 日（水）午前 00 時 00 分～ 6 月 30 日（水）午後 11 時 59 分
（但し、プレゼント累計金額が予算額に到達した場合はその時点で終了します）
■ キャンペーン条件
キャンペーン期間中に bitFlyer アカウントを Brave Rewards に連携すると、自動的に対象
となります。
■ プレゼント内容
1,000 円相当の BAT を bitFlyer のアカウントへ付与します。
■ プレゼント進呈タイミングとお知らせ方法
プレゼントの進呈時期は、2021 年 7 月中旬頃を予定しています。*3
キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。

【株式会社 bitFlyer について】
当社は、「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに、2014 年に設立されまし
た。現在、ビットコイン等の暗号資産取引プラットフォームにおいて、世界最高水準のセキ
ュリティ*4 を提供し、ビットコイン取引量 5 年連続国内 No.1 を維持しています。そして日
米欧の 3 地域において暗号資産交換業を運営する認可を受けた世界で唯一*5 の暗号資産取引
所です。
サービスサイト： https://bitflyer.com
【Brave Software, Inc. について】
Brave Software は、高速でプライバシー重視型のブラウザと、ブロックチェーンベースの
デジタル広告プラットフォームの提供を通じ、ユーザー、パブリッシャーそして広告主にと
ってより良いインターネットを再構築しようとしています。ユーザーにはプライバシーが尊
重され、かつ高速なウェブブラウジング体験とバッテリー節約効果を提供します。同時にパ
ブリッシャーは収益を拡大することができ、広告主はコンバージョンを向上させることがで
きます。ユーザーはプライバシー重視型の広告にオプトインし、広告を表示すると航空会社
のマイルのような形でトークンを受け取ることができます。このトークンはパブリッシャー
やコンテンツクリエイターへのチップに使用することができます。Brave のソリューション
は、オープンウェブに参加する、プライバシーと収益をアドテクノロジー業者に渡すことに
不安を感じるすべての人にとって、win-win のソリューションです。Brave ブラウザは現在、

1,000 万人以上の月間アクティブユーザーと 100 万人以上の認証済みパブリッシャーを抱え
ています。Brave Software は、JavaScript の生みの親であり、Mozilla（Firefox）の共同
創設者でもある Brendan Eich と、元 Khan Academy、Mozilla の Brian Bondy 氏によっ
て共同創設されました。
Brave ブラウザについて： http://brave.com/ja
【会社概要】
■ 株式会社 bitFlyer
設立： 2014 年 1 月
本社所在地：東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
代表者：代表取締役 林 邦良
事業内容：暗号資産交換業および金融商品取引業
登録番号：暗号資産交換業者登録（登録番号 関東財務局長 第 00003 号）
令和元年法律第 28 号附則第 10 条第 2 項に基づくみなし金融商品取引業者（第一種金融商
品取引業）
■ Brave Software, Inc.
設立： 2015 年 5 月
本社所在地： 512 Second St., Floor 2, San Francisco, CA 94107
代表者： Brendan Eich
事業内容：ウェブブラウザの提供
*1 Bitcoin

日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2016 年- 2020 年の年間出来高（差金決
済/先物取引を含む）
*2 bitFlyer

アカウントを Brave Rewards に連携いただくためには、bitFlyer アカウントで本人確認のお手
続きを完了いただく必要がございます。本人確認のお手続きには、本人情報のご登録・お客様の取引目的
等のご確認・本人確認資料のご提出が必要です。また本人確認のお手続き時には、bitFlyer による審査が
ありご希望に添えないこともございます。
Brave ブラウザ上で、1 つの bitFlyer アカウントに対して最大で累計 4 つの Brave Rewards と連携するこ
とができます。複数のデバイスや複数のバージョンの Brave ブラウザ上で連携した場合、それぞれが個別
の連携とみなされます。
*3 プレゼントの進呈にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
*4 Sqreen 社調べ。2018 年 1 月発表、世界 140 の暗号資産取引所を対象に調査し bitFlyer がセキュリティ
No.1 の評価を獲得。
*5 bitFlyer 調べ。2021 年 5 月時点。

【本件に関するお問い合わせ】
■ 株式会社 bitFlyer 広報担当
Contact： pr@bitflyer.com
■ Brave Software, Inc.
Brave Software Asia 株式会社 広報担当
Contact： jp-press@brave.com

