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VanMoofが1億2,800万ドルを資金調達。ハイテク
世界中の都市で電動自転車を新しいスタンダード
にする。

世界有数の電動自転車ブランドであるVanMoofは、ライダーを数百万
人規模で増やすために、独特な生産体制およびサプライチェーン、ま
た、消費者第一主義のテクノロジーに資金を投入します。
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今回の資金調達は、ヨーロッパの電動自転車ブランドにとって過去最大のシリーズC投資であり、

VanMoof社の調達総額は2年足らずで1億8,200万ドルに達し、世界で最も資金調達を行った電動

自転車企業となりました。

今回の資金調達は、生産能力の拡大と、ハードウェアおよびソフトウェア部品の製造方法の刷新の両

方に使用され、高品質でハイテクな電動自転車をより多くの消費者に提供することを目的としていま

す。

VanMoof社は、昨年、拠点数を世界8カ所から50カ所に増やし、2020年には同社の電動自転車の売

上は3倍以上になると見込んでいます。

需要が急増していることから、VanMoof社の成長が最大なのは米国で、パンデミック後の電動自転

車の波は衰える気配がありません。

世界の電動自転車市場は、2028年までに約480億ドルになると予測されており、コロナ禍以前に予

測されていた数字の2倍になります。

2021年9月1日 アムステルダム - 2021年9月1日 アムステルダム - 本日、業種の再定義を進めるオラ

ンダの電動自転車ブランドのVanMoofは、アジアを拠点とするプライベート・エクイティ・ファーム

Hillhouse Investmentが主導する資金調達ラウンドにおいて、1億2800万ドルのシリーズCマイノリティ
投資を行ったことを発表しました。この資金により、VanMoofはカテゴリーリーダーとして、また、世界的

な電動自転車の普及を促進するための転換点となるブランドとしての地位を確立し、急速なグローバ

ル展開を進めていきます。同社はこの資金を、生産能力の向上、新技術の開発継続、自転車の仕様と

信頼性の向上、そして自転車をはじめる障壁を取り除くために使用します。

投資家からの新たなコミットメント

シリーズCの資金調達には、Hillhouse Investment社のほか、Booking.comの元CEOであるGillian
Tans氏、既存の投資家であるNorwest Venture Partners、Felix Capital、Baldton Capital、TriplePoint
Capitalからのコミットメントが含まれています。

「私たちは、自転車のすべての部品について、再発明、再設計、再構築を行っていま
す。これは今までになかったことで、自転車の製造、販売、サービスのあり方を永遠に
変えることでしょう。これにより、今後5年間で1,000万人の人々に自転車を利用しても
らうことができ、投資家の皆様には、よりスマートでクリーンなモビリティの未来という
ビジョンを共有していただけると思います。」 
— VanMoof 共同創業者 タコ・カーリエ



成熟に向けての拡大

今回の資金調達は、業界初の垂直統合型サプライチェーンと先進技術を成熟させ、垂直統合から循環

型統合へと移行させることを使命とするVanMoofにとって、自信の表れです。VanMoofは、部品の製造

方法や自転車の組み立て方法を改革していきます。これにより、高品質な電動自転車をよりお手頃な

価格で、消費者が気軽に利用できるようになるでしょう。

「VanMoofの独特な製造方法と革新的な消費者第一主義の技術により、世界中の
何百万人ものライダーがアクティブな交通手段を通勤に取り入れ、健康的なライフス
タイルを築くことができるようになると期待しています。私たちは、気候変動問題の解
決に貢献することを約束します」と、
— Hillhouse InvestmentのパートナーHaoyu Shenは述べています。

コロナ禍後の環境に配慮した都市への欲求を満たすために
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都市に住む人々が交通手段の選択を見直す中、電動自転車の需要は世界的に急増し続けています。

最近のIPIPCCレポートを受けて、世界の大都市で人々がどのように移動手段を選択するかは、新たな

緊急課題となっています。温室効果ガス排出量の最大の割合を占める交通部門（2019年の温室効果

ガス排出量全体の29％）では、私たちが変化の時を迎えていることを実感しています。多くの都市で、ロ

ックダウン中に街並みを刷新したり、自転車のインフラを充実させたりすることで、車のない未来に向け

た大規模な投資を行っており、コロナ禍が都市部の通勤者を自転車に乗せる計画をいかに加速させた

かを示しています。その結果、その後、多額の資金が投入され、街路をサイクリストに開放しています。最

新の予測では、電動自転車市場は今後6年間で460億ドルを超え、コロナ禍以前の予測に比べて2倍
の成長率になることが予想されています。

「タコ・カーリエ、ティーズ・カーリエ、そしてVanMoofのチームは、比類のない製品へ
のこだわりを活かして、ムーブメントを起こしました。その結果、台北からアムステルダ
ムまで、世界最高品質で最も利用しやすい電動自転車を作るための、独自のバック・
トゥ・フロント・プラットフォームを構築することができました。地球温暖化が加速し、コ
ロナ禍が続く中、都市のモビリティーの変革は、私たちが住む都市にとっても、地球に
とっても、かつてないほどの緊急課題となっています。Baldertonでは、Norwestと
Felixと共にこのプロジェクトに参加できたことを光栄に思っています。また、Hillhouse
Investmentlが加わったことに興奮しています」と述べています。
— Balderton社パートナー、Colin Hanna氏。

Ride the Future
With a powerful motor, automatic electronic gear shifting, integrated anti-theft technology, and
the Apple Find My network, the VanMoof S3 & X3 are custom-tuned for the ultimate riding
experience. VanMoof’s range of e-bikes isn’t just the most innovative and powerful the Dutch
bike brand has ever made – it’s set to revolutionize the way people move around cities forever.
The high-performance VanMoof S3 & X3 open the road to the latest rideable tech at ¥275,000.
Available worldwide in VanMoof Brand Stores and at vanmoof.com.
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VANMOOF について

VanMoofはシティバイクの完璧なるビジョンを持ったオランダ人兄弟、タコ•カーリエとティーズ•カーリエによって2009年に

設立されました。同社の次世代自転車は、パワフルなモーター、大容量のバッテリー、そして内蔵型スマートテクノロジーを

搭載し、未来の都市のために設計されています。VanMoofはアムステルダム、ベルリン、ロンドン、ニューヨーク、パリ、サン

フランシスコ、台北、東京にブランドストアを持ち、オンラインショップでは世界中のライダーがショッピングを楽しんでいま

す。VanMoofの自転車は過去10年間、ユーロバイクアワード、レッドドット•デザイン賞、Fast Companyによるイノベーション

•バイ•デザイン賞を含む数々の国際的な賞を受賞しています。VanMoofの最新ニュースに関しては、vanmoof.comにアク
セス、そしてInstagramとFacebookでフォローをお願いします。

VanMoof was founded in 2009 by Taco and Ties Carlier, two Dutch brothers with a vision of the

perfect city bike. Now their bikes are changing cities and leading the current wave of people

choosing e-bikes. VanMoof's sleek, multi-award winning rides offer a high-tech and feature-rich

experience for a devoted worldwide community of 150,000 riders and counting. The iconic

integrated frames mirror a fully integrated end-to-end company that has upended the bike

industry by taking complete ownership of everything from design and production, to sales and

after-service. As one of Europe's fastest growing companies, VanMoof is on course to redefine

the future of urban mobility and get the next billion on bikes. VanMoof Brand Stores can be

found in Amsterdam, Berlin, London, New York, Paris, San Francisco, Seattle, and Tokyo, with

expansion planned to 50 cities worldwide through dedicated Service Hubs by the end of 2021.

Ride the Future at vanmoof.com.

About Hillhouse Group
Founded in 2005, Hillhouse Group is a global firm of investment professionals and operating

executives who are focused on building and investing in high quality business franchises that

achieve sustainable growth. Independent proprietary research and industry expertise, in

conjunction with world-class operating and management capabilities, are key to Hillhouse’s

investment approach. Hillhouse partners with exceptional entrepreneurs and management

teams to create value, often with a focus on enacting innovation and technological

transformation. Hillhouse invests in the healthcare, consumer, TMT, technology and software,

financial and business services sectors in companies across all equity stages. Hillhouse and its

group members manage assets on behalf of global institutional clients.
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