
 

2022 年 3 月 15 日 

報道関係各位 

GMO アダム株式会社 

WBA・IBF 世界王者 井上尚弥選手の初となる NFT 作品を 

NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」において販売開始！ 

～初回購入者には、国内で開催される次回タイトルマッチの SS 席ペアチケットも～ 

 

 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株式会社の連結会社である GMO アダム株

式会社（代表取締役：高島 秀行 以下、GMO アダム）が運営する NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」

（URL：https://adam.jp/）において、WBA・IBF 世界王者 井上尚弥選手の初となる NFT 作品を、本日 2022 年 3 月

15 日（火）より販売開始いたします。 

今回販売する NFT 作品は、2021 年 12 月 14 日（火）に両国国技館において行われた「PXB WORLD SPIRITS」で

の WBA・IBF 世界バンタム級タイトルマッチ『井上尚弥 vs.アラン・ディパエン戦』の試合映像を用いた動画作品 1

点と静止画作品 22 点です。各作品はオークション形式で販売し、初回販売時に購入された方限定で、動画作品には

井上選手が次回出場する国内開催のタイトルマッチの SS 席（リングサイド席）ペアチケット、静止画作品には

「PXB WORLD SPIRITS」のオリジナルグッズ 3 点セットをあわせて提供いたします。 

 

【井上尚弥選手からのコメント】 

このたび、僕の試合映像を使った NFT 作品が販売されることになりました。 

昨年 12月 14日の防衛戦では初めての PPV（ペイ・パー・ビュー）方式での生配信ということで話題になったよう

ですが、今回の NFT販売も最新のテクノロジーを活用した世界的に注目されている新しい取り組みということで、僕

自身も期待しています。 

試合で結果を残すことが全てですが、こういった取り組みも新たなボクシングの楽しみ方の一つとして、ファンの

皆様にも応援していただけたら嬉しいです。 

 
 
 

https://adam.jp/


【井上尚弥選手 NFT 作品について】（URL：https://adam.jp/stores/naoya_inoue） 

・動画作品（1 点）：「PXB WORLD SPIRITS～Naoya Inoue 2021.12.14. RYOGOKU KOKUGIKAN～」 

2021 年 12 月 14 日（火）に両国国技館において行われた「PXB WORLD SPIRITS」での WBA・IBF 世界バンタム

級タイトルマッチ『井上尚弥 vs.アラン・ディパエン戦』の試合映像を使った作品です。 

初回購入限定で、井上選手が次回出場する世界戦の SS 席ペアチケットをあわせて提供いたします。なお、本 NFT

作品のオークション最終日から 1 年以内に世界戦が開催されなかった場合は、井上選手サイン入りのグローブに変更

をさせていただきます。予め、ご了承ください。 

 

・静止画作品（全 22 点）：「PXB WORLD SPIRITS～Naoya Inoue 2021.12.14. RYOGOKU KOKUGIKAN～

SPECIAL  PHOTO」#1～#22  

 2021 年 12 月 14 日（火）に両国国技館において行われた「PXB WORLD SPIRITS」での WBA・IBF 世界バンタム

級タイトルマッチ『井上尚弥 vs.アラン・ディパエン戦』の熱戦の様子を写した写真を NFT 化した作品です。 

初回購入限定で、「PXB WORLD SPIRITS」オリジナル T シャツ、タオル、ステッカーからなるオリジナルグッズ

3 点セットをあわせて提供いたします。 

 

＜販売概要＞ 

・販売形式：全品オークション販売（自動延長あり） 

・オークション開始価格：動画作品 300,000 円 

            静止画作品 50,000 円 

・オークションスケジュール：2022 年 3 月 15 日（火）15 時〜4 月 2 日（土）23 時 59 分（JST）自動延長有り 

・発行・発売：フェニックスバトル・パートナーズ 

 
 

【「Adam byGMO」の特徴】 

■日本語・英語に対応。海外からの NFT 購入・出品もスムーズに！ 

 2021 年 12 月に英語版も提供開始し、使いやすい UI・UX はそのままで、海外（※１）からの NFT 購入・出品がスム

ーズに行えるようになりました。 

（※1）ヨーロッパ（EU 加盟国および EAA の一部加盟国・英国）にお住まいのお客さまについては、現在準備中です。 

 

■イーサリアムのほか、日本円にも対応。多様な手段で決済が簡単に！（※2） 

 NFT 売買で一般的に利用されるイーサリアムによる決済のほか、クレジットカード・銀行振込もご利用いただけま

す。日本円でのお支払いにも対応しているため、暗号資産の取り扱いに慣れていない方でも簡単に NFTコンテンツを

購入いただけます。 

（※2）日本国内からの利用の場合。海外からの購入は、クレジットカード、イーサリアム（ETH）で可能です。出品はイーサリアムでの受取

のみとなります。 

 

■購入した NFT の二次販売も可能！クリエイターにロイヤリティを還元。 

 「Adam byGMO」で購入された NFT コンテンツは、「Adam byGMO」内で二次販売を行うことが可能です。また、

二次販売による売り上げの一部は、NFT コンテンツの作者であるクリエイターにロイヤリティとして還元される仕組

みになっています。 

 

■NFT保有者限定コンテンツも提供。 

https://adam.jp/stores/naoya_inoue


 「Adam byGMO」で購入した NFT コンテンツの保有者のみが視聴できる保有者限定コンテンツも提供しています。

限定コンテンツは画像や音楽、動画等の形式で提供され、保有者以外のユーザーは視聴ができません。 

 

■今後もサービス拡充を予定。 

今後もより多くの方々にご利用いただけるよう、審査済のクリエイター本人がアイテムを作成し出品できる（※3）

「認定クリエイター機能」をはじめとした機能拡充を予定しています。 

（※3）「Adam byGMO」認定代理店を通した審査は必須となります。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMO アダム株式会社】 

会社名 GMO アダム株式会社  

所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 渋谷フクラス 

代表者 代表取締役 熊谷 正寿 

代表取締役 高島 秀行 

事業内容 ■NFTマーケットプレイスの提供 

■ブロックチェーン技術を使用したコンテンツの管理等 

資本金 251,125,000 円 

【GMO フィナンシャルホールディングス株式会社】（URL：https://www.gmofth.com/） 

会社名 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社  

（東証 JASDAQ スタンダード 証券コード：7177） 

所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 渋谷フクラス 

代表者 代表執行役社長 COO 石村 富隆 

事業内容 ■金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務 

資本金 705,580,700 円（2021 年 12 月 31 日現在） 

【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 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOアダム株式会社 

お問い合わせフォーム 

URL：https://support.adam.jp/hc/ja/requests/new 

 

●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 寺山 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMOアダム株式会社 

お問い合わせフォーム 

URL：https://support.adam.jp/hc/ja/requests/new 

 

 

https://www.gmofth.com/
https://www.gmo.jp/


資本金 50 億円 
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