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株式会社Ｇｚブレイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀  健一郎）は、自社で運営するプロゲーミ

ングチーム“FAV gaming（ファブゲーミング）”において「レインボーシックス シージ部門」を新設したことをお

知らせします。 

 

世界各国で盛り上がりを見せる e スポーツ。Ｇｚブレインでは、e スポーツ選手のマネジメントを行っており、プ

ロゲーミングチーム“FAV gaming”を運営しています。今回、既存部門の「格闘ゲーム部門」と「クラッシュ・ロ

ワイヤル部門」に加え、新たに「レインボーシックス シージ部門」を立ち上げました。 

 

『レインボーシックス シージ』は、プレイヤー数が全世界 4000 万人を突破した人気オンライン FPS で、世界

各地で大会が盛んに開催されており、e スポーツ分野でも大きな注目を集めているタイトルです。 

今回新設した「レインボーシックス  シージ部門」には、これまで数々の大会で好成績を収め、国内プロリー

グでは前シーズン 3 位入賞となった強豪チーム「eiNs（アインス）」のメンバー7 名が所属することになりました。

世界トップクラスの実力を持ち、実況・解説役としても人気の ShiN 選手をリーダーに、“FAV gaming”として

新たなチームを結成します。 

まずは“FAV gaming”での世界大会への出場を目指し、「Six Invitational APAC クローズド予選」やプロリー

グ「レインボーシックス Pro League Season 9 APAC」に参戦する予定です。 

 

Ｇｚブレインでは、“FAV gaming”所属選手の活躍の場を広げ、選手のパフォーマンスや魅力を最大限に引

き出せるよう、今後も全力で支援してまいります。 

 

 

 

 

「自分の持つ経験と知識をチームメンバーに伝え、チーム一丸となって成長し、

強くなっていければと思います。チームスローガン「Fun and Victory（楽しんで

勝つ）」というのは自分のモットーとも一致しているので、このチームとの出会い

はとても光栄に思えます。そして、ファンの皆さんにも楽しんでみてもらえるよう

なチーム作りを目指していきますので、応援よろしくお願いします。」 

 

「レインボーシックス シージ部門」リーダー 

ShiN 選手  

 

 

Ｇｚブレインのプロゲーミングチーム“FAV gaming” 

「レインボーシックス シージ部門」を新設！ 

「レインボーシックス シージ部門」 選手紹介 

http://www.favgaming.com/


ShiN （読み：シン） 

年齢  24 歳  

出身  兵庫県  

プロフィール 「eiNs」創設者でリーダー。世界大会に 3 度出場し、オールスターには 2 度選ばれている。

豊富な経験からチームの作戦作りや、味方の穴を埋めるように動き回る Flex を担当。防

衛では IGL（インゲームリーダー）を担当し、相手の攻撃の弱点をつく。R6S Pro League 初

代 APAC 王者のスターティングメンバーのひとりでリーダー。 

おもな実績  ・R6S Pro League Year2 Season3 APAC Finals 優勝  

・世界大会 3 度（Season6, 6invitational2018, 6major Paris2018）と 2 度のオールスター選出  

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝  

・解説として TGS2018 と Season8 APAC Finals in Tokyo に参加  

・「レインボーシックス シージ」ジャパン・e スポーツ・プロライセンス所有  

Twitter @shinreins09 

配信  https://www.youtube.com/channel/UCE3B0Jdsm4W0agar-voFg5A 

 

OdeNMiso （読み：オデンミソ） 

年齢  26 歳  

出身  三重県  

プロフィール 幼少期に友人に誘われて始めたオンライン TPS をきっかけに対戦型 TPS、FPS の魅力に

取り憑かれてのめり込んでいく。R6S Pro League 初代 APAC王者のスターティングメンバー

のひとり。 

おもな実績  ・R6S 玄人志向杯#1 優勝  

・R6S Pro League Year2 Season3 APAC Finals 優勝  

・R6S Pro League Year2 Season3 World Finals 出場  

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝  

・「レインボーシックス シージ」ジャパン・e スポーツ・プロライセンス所有  

Twitter @oden_miso 

配信  https://youtube.com/channel/UCe1h2siS7c9_DDB9aXR40wA 

コメント 社会人兼業ゲーマーですが、両立できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。  

 

Afro （読み：アフロ） 

年齢  18 歳  

出身  埼玉県  

プロフィール チーム最年少だが、チームで随一の AIM力を持つプレイヤー。ガンガン撃ち合いに行くより

も中間職で確実にキルを重ねていくプレイスタイル。負けず嫌いだが、プレイとは裏腹に少

し天然な一面もある。 

おもな実績  ・R6S Pro League Season8 JP Best4 

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝  

Twitter @I_Love_Afro 

コメント チームとともに成長し、「この人は叶わない」と思われる強い選手になれるよう頑張りま

す！（アフロヘアーではありません） 

 

Taipon （読み：タイポン） 

年齢  20 歳  

出身  愛知県  

プロフィール チームのムードメーカーかつストッパー。攻撃時では積極的にアタックをかけていき、防衛時

では最終ラインでストッパーの役割をこなしている。つねに笑っているので抜けている一面も。  

おもな実績  ・R6S Pro League Season7 JP Best4 

・R6S Pro League Season8 JP Best4 

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝  

Twitter @lily__K_ 

配信  https://www.youtube.com/channel/UC0JhIye11FYyCwFATXgEhSA 

コメント チームのモットーである「楽しみながら」勝つことを目標に頑張ります。応援よろしくお願いし

ます！ 

https://www.youtube.com/channel/UCE3B0Jdsm4W0agar-voFg5A
https://youtube.com/channel/UCe1h2siS7c9_DDB9aXR40wA
https://www.youtube.com/channel/UC0JhIye11FYyCwFATXgEhSA


 

 

 

ユービーアイソフトから発売中の『レインボーシックス シージ』（プレイステー

ション 4／Xbox One／PC）は、アメリカ、ドイツ、ロシア、フランス、イギリス

など多国籍の特殊部隊から構成された対テロ特殊部隊「レインボー」の

活躍を描くタクティカルシューター。 

本作には、GIGN、SAS、Spetsnaz、GSG 9、FBI SWAT など、実在する組

織の特殊部隊員が登場。プレイヤーはそれぞれ独自の技術を持つ彼ら

から、オペレーター (操作キャラクター )を自由に選んでチームを構成し、

困難なミッションに挑みます。 

(C)2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy ’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the 

Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.  

 

K-RAISER （読み：ライザー） 

年齢  20 歳  

出身  東京都  

プロフィール チームの殿を務める縁の下の力持ちのプレイヤー。相手の弱点を見つけたら積極的に報

告し、チームを後ろから支える。しかし、向上心もあり日々飽くなき探求を続けている。芸人

と言われる面白い一面も･･･。 

おもな実績  ・R6S Pro League Season7 JP Best4 

・R6S Pro League Season8 JP Best4 

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝  

Twitter @raiser_fps 

配信  https://www.youtube.com/channel/UCG8zS2jvjNl5fCiV5iv9qHA 

コメント 無名の自分をここまで育ててくれた ShiN さんとこのチームに感謝し、レインボーシックス シー

ジの競技シーンをさらに盛り上げたいです！ 応援よろしくお願いします！ 

Tatsukin （読み：タツキン） 

年齢  25 歳  

出身  大阪府  

プロフィール 過去有名チームに所属していた経歴を持ち、現在はアナリストとして裏方でチームをサポー

トしている。関西人ということもあり、チームのムードメーカーでもある。  

おもな実績  ・玄人志向杯#1 準優勝（プレイヤー） 

・R6S Pro League Season8 JP Best4（アナリスト） 

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝（アナリスト） 

Twitter @TATSUKIN1 

配信  https://www.youtube.com/channel/Ucu_dlEOBn7gUmLG_tNy6r0A  

コメント アナリストという裏方の仕事ではありますが、レインボーシックス  シージは分析から生まれ

る勝利があると思っています。チーム一丸となって頑張るので応援よろしくお願いします！  

ZAKO （読み：ザコ） 

年齢  20 歳  

出身  奈良県  

プロフィール PS4 の有名チームに所属し、Season7 の Pro League ではリーダーの ShiN に代わりチーム

Best4 の躍進に貢献した。現在では、サブ兼アナリストとしてチームの力になる為貢献して

いる。 

おもな実績  ・闘会議 2017、2018 R6S 国内最強チーム決定戦出場（PS4） 

・R6S Pro League Season8 JP Best4（プレイヤー） 

・R6S Level∞ UP Quest#1 優勝（アナリスト） 

Twitter @I__am___ZAKO 

配信  https://m.twitch.tv/i__am___zako/profile  

コメント チーム一丸となって世界で活躍できるチームにしたいので、応援よろしくお願いします！  

『レインボーシックス シージ』について 

https://www.youtube.com/channel/UCG8zS2jvjNl5fCiV5iv9qHA
https://www.youtube.com/channel/Ucu_dlEOBn7gUmLG_tNy6r0A
https://m.twitch.tv/i__am___zako/profile

