
 

2021 年 6 月 16 日 

報道関係各位 

GMO インターネットグループ 

 

NFTマーケットプレイス「Adam byGMO」を通じ 

コンテンツ流通革命をもたらす 

新会社「GMO アダム株式会社」を設立！ 
  

GMO インターネットグループは、NFT を活用したコンテンツ流通革命の支援のため、真正性と安全性の

高いデジタルコンテンツの決済・流通を実現する、出品・購入のための NFT（※１）マーケットプレイス「Adam 

byGMO」（URL：https://adam.jp）の開発を進めており、2021 年 8 月の提供開始を予定しております。 

本日 6 月 16 日（水）、NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」を通じてコンテンツ流通革命をさらに

加速させるため、GMO フィナンシャルホールディングス株式会社、GMO インターネット株式会社および株

式会社サムライパートナーズ（以下、サムライパートナーズ）等との共同出資による新会社「GMO アダム株

式会社」を設立することとなりました。 

今後は、GMO アダム株式会社が中心となり、「Adam byGMO」の開発・提供を進めてまいります。 

（※１）Non-Fungible Token（非代替性トークン）の略。代替性のない固有の権利を持つ ID と所有者情報、発行個数や回数などをブ

ロックチェーンに記録することにより、デジタルコンテンツをはじめとするモノの所有権を証明するのに加え、移転追跡可能なプ

ログラムを活用して販売者及び所有者が二次流通以降の収益を得られる仕組み。 

 

【「GMO アダム株式会社」が目指す姿】 

NFT は、デジタルコンテンツをはじめとするモノの固有性や所有権を証明ができるものとして、ゲームに

おけるキャラクターやアイテム、美術品等のデジタルコンテンツ、不動産や金融などの分野でも利用が開始

されるなど、近年注目されています。 

GMO アダム株式会社では、これまで GMO インターネットグループが暗号資産事業を通じて蓄積してきた

ノウハウやグループで開発したブロックチェーン技術を活かし開発を行ってまいります。また、会社設立に

https://adam.jp/


先立ち、2021 年 6 月 14 日（月）に株式会社 MediBang と技術提携を決定する等、開発体制を強化してお

ります。 

クリエイターとの提携やプロモーションに強みを持つサムライパートナーズをはじめ、アーティストや歌

手などのクリエイターの方々、アスリートの方々、出版業界や不動産業界等の各業界のコンテンツホルダー

の方々とも連携しながら、魅力あるコンテンツが溢れる NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」のサー

ビス開発・提供を進めてまいります。「Adam byGMO」では、だれもが使いやすい UI/UX・決済方法を実装

することで、より多くの人々に NFT マーケットプレイスを開放するのに加え、コンテンツ流通の活性化を強

力に進め、圧倒的 No.1 の NFT マーケットプレイスを実現します。 

 

【GMO インターネットグループの暗号資産事業の沿革】 

 GMO インターネットグループでは、暗号資産事業を戦略的事業分野と位置付けています。GMO インター

ネットグループの GMO フィナンシャルホールディングスの連結会社である GMO コイン株式会社は、暗号

資産交換業者・第一種金融商品取引業者として登録を受けており、2017 年５月より暗号資産交換事業を

開始しています。また、同年 12 月には GMO インターネット株式会社が暗号資産マイニング事業を開始して

います。そして、2021 年 3 月には同社の米国現地法人である GMO-Z.com Trust Company, Inc.が世界初

の日本円ステーブルコイン「GYEN」を提供開始しており、暗号資産の 3 つの事業領域「交換」「マイニン

グ」「決済」で事業・サービスを展開してまいりました。 

このたび「GMO アダム株式会社」を設立することにより、これら暗号資産関連の事業・サービスを通じて

蓄積してきたノウハウ、自社開発によるブロックチェーン技術を活かして、NFT プラットフォーム、ウォ

レットの提供を実現してまいります。 

 

【「GMO アダム株式会社」概要】 

(1) 名 称 ＧＭＯアダム株式会社 

(2) 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役 熊谷 正寿 

代表取締役 高島 秀行 

(4) 事 業 内 容 
NFT マーケットプレイスの提供等、ブロックチェーン技術を使用したコン

テンツ・資産等の管理等 

(5) 資 本 金 251,125,000 円 

(6) 設 立 年 月 日 2021 年６月 16 日（予定） 

(7) 大株主及び持株比率 

GMO フィナンシャルホールディングス株式会社 73.46％ 

GMO インターネット株式会社 12.24％ 

株式会社サムライパートナーズ 11.02％ 

※持株比率は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。 

 

■日程 

(1) 取 締 役 会 決 議 日 2021 年６月 16 日 

(2) 会 社 設 立 日 2021 年６月 16 日（予定） 

(3) 事 業 開 始 日 2021 年８月（予定） 

 

 

 

 

 



■「Adam byGMO」に対し、様々な業界の皆様から頂戴したお言葉 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

株式会社幻冬舎 代表取締役社長 見城徹様 
 

インターネットで世の中は便利になりましたが、それと同時に GAFA を代表する巨大プラットフォームの寡

占という弊害を生みました。そして多くのクリエイターが、正当な対価を得られない世界がしばらく続いて

いました。 

 

それを解決するのが NFT とそれを動かすブロックチェーン技術です。これらの技術は海賊版や N 次流通な

ど、出版業界のこれまでの課題を解決するのはもちろん、作品をスムーズに世界に流通できる環境、そして

トークンセールという新たな創作資金の調達手段をクリエイターにもたらします。 

 

NFT でコンテンツの流通革命を目指す「Adam by GMO」に、幻冬舎も圧倒的なコンテンツを提供します。 

 

現在、坂本龍一氏、村上龍氏、原田マハ氏、西野亮廣氏をはじめとするクリエイターの方々の NFT を「Adam 

by GMO」で発売するべく、準備しています。 

 

これからも多くのクリエイターとともに、幻冬舎は NFT を活用し、次の出版革命をリードしていきます。 

 

株式会社幻冬舎 代表取締役社長 見城徹 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

秋元康様 
 

ある会食の席で、友人でもある GMO インターネット代表取締役会長兼社長・グルーブ代表の熊谷正寿氏か

ら、「NFT」についてレクチャーを受けました。僕は、エンターテインメント業界に明るい希望の光を見た

ような気がしました。コロナ禍における音楽や舞台などライブ活動の自粛や規制、手探りでのコンテンツ配

信、違法ダウンロードや不正コピーとのイタチごっこのような戦いを見ていると、エンターテインメント業

界はこの先、どうなるんだろうと思っていました。 

 

正直言って、僕は「NFT」を 100%、理解しているわけではありません。ただ、ブロックチェーン技術を使

って、どこまでも追跡し、クリエイターたちが生み出したものが“誰のものなのか”を明確にできるシステム

こそ、エンターテインメント業界の新たな夜明けだと思いました。 

 

僕自身は、まだまだ、「NFT」について勉強しなければいけないことだらけなのですが、「Adam 

byGMO」という頼もしい相談相手ができたので、デジタル時代の新しい道を切り拓いて行こうと思いま

す。 

 

エンターテインメント業界が変わるその瞬間を目撃できることを楽しみにしています。 

 

秋元康 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



株式会社クリエイティブマンプロダクション 代表取締役社長 清水直樹様 

 

IT、金融、ブロックチェーンと NFT に欠かせない各事業領域において、リーディングカンパニーである GMO

さんと EDC Japan 以来の協業ができますことを嬉しく思います。サマーソニックをはじめ我々が持つライブ

や映像コンテンツの NFT 化のみならず、フェスティバル、ライブにおける NFT を用いた新たな券売のあり方

や来場者へのエクスペリエンス提供などの可能性を共に模索していきたいと思います。  

 

株式会社クリエイティブマンプロダクション 代表取締役社長 清水直樹 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

株式会社レーサム 代表取締役社長 小町剛様 
 

当社レーサムとして、本年 4 月 28 日より高級住宅エリア「白金長者丸」の高額賃貸物件において Crypto 

Residence と称して、ビットコインでの賃貸募集を開始し、今現在、仮想通貨での不動産売買準備にも着手

しております。 

今回の GMO アダムさまによる NFT 事業においては、不動産固有の価値を担保できる一つの「有力な手段」

（可能性）と捉えており、この仕組みに参画させて頂けることを非常に楽しみにしております。 

  

株式会社レーサム  

代表取締役社長  小町剛 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

漫画家 夜麻みゆき様 
 

正直 NFT に関してはまだわからない部分も多いですが、新しく革新的なことだと思うのでワクワクしており

ます。 

「Adam by GMO」 が、漫画家・イラストレーターをはじめとしたクリエイターの方の新たな収益手段とな

り、より良い作品が世の中に出てくる手助けとなることを願っております。 

 

漫画家 夜麻みゆき 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

イラストレーター・作家 星灯れぬ様 
 

NFT は、クリエイターにとって新たな価値を生み出してくれる素晴らしい可能性を持った技術だなととても

期待しています。 

自分が描いた作品の価値がきちんと証明され、今までになかった形でクリエイターにもその価値が還元され

る。 

そして NFT と作品が紐づけられる事で、デジタル作品に一意性と唯一性が付与され、文字通り唯一無二の価

値をもたせられる。 

そんな可能性に満ちた NFT コンテンツを取り扱う「Adam byGMO」を通じてより多くの人が NFT という新

しいカタチで様々なクリエイターの皆様の作品に触れていただけることをとても楽しみにしております。 

 

イラストレーター・作家 星灯れぬ 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

GMO あおぞらネット銀行株式会社 代表取締役会長 金子 岳人様 
 

NFT は、多様な付加価値をデジタルコンテンツやデータ自体に持たせることができるだけでなく、それら資

産などの追跡、真贋確認を容易にします。 

Adam byGMO が作る世界は、これらコンテンツやデータの流通に信頼を付加し、素晴らしい作品を世に生

み出す創造主たちを支援する取り組みだと考えます。 

我々GMO あおぞらネット銀行も、お客さまに「安心」、「速さ」、「安さ」、「便利さ」、「新体験」の 5

つの価値を提供するチャレンジャーバンクとして、Adam byGMO を応援すると共に、当社のお客さまであ

るスモール＆スタートアップ企業さまや個人事業主さまの支援の一助となるよう、NFT を含めたデジタルト

ークンの金融サービス領域への活用を検討し、新たな価値創造に取り組んでまいります。 

 

GMO あおぞらネット銀行株式会社 代表取締役会長 金子 岳人 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社  

グループコミュニケーション部 広報担当 福井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

Copyright (C) 2021 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 

 

【NFTサービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO インターネットグループ 

 「Adam byGMO」お問合せフォーム 

URL：https://www.gmo.jp/nft/ 

https://www.gmo.jp/
mailto:pr@gmo.jp
https://www.gmo.jp/nft/

