
 

 

 2022 年 5 月 11 日 

 

報道関係各位 

GMO アダム株式会社 

 

「Adam byGMO」に NFT無料配布機能を追加 

MEGAドン・キホーテ渋谷本店 5周年記念キャンペーンにて利用開始 

～企業のコンテンツマーケティング・販促強化をサポート～ 

 

 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/）は、出品者がユーザーに無料で NFT を配布することができる『エアドロップ』機能を追加

したことをお知らせいたします。 

また、2022 年 5 月 12 日（木）から 5 月 15 日（日）までの期間に開催される MEGA ドン・キホーテ渋谷本店の 5

周年を記念するキャンペーンにおいて、この機能を利用したNFT無料配布が実施されます。キャンペーンでは、参加

条件を満たした 555 名の方に、先着順で、ドン・キホーテ公式キャラクター「ドンペン」の 5 周年限定イラストを

NFT 化した「渋谷ドンペン」NFT の無料配布が行なわれる予定です。 

【『エアドロップ』（NFT無料配布）機能追加について】 

■機能追加の背景 

 『エアドロップ』機能とは、出品者が特定多数または不特定多数のユーザーに無料でNFTを配布できる機能です。

海外の NFT マーケットにおいては、ファンコミュニティの形成・活性化や NFT 保有のメリットを高める手段として、

出品者が『エアドロップ』機能を活用して NFT保有者への継続的なアプローチを行うことが一般的となっています。 

 “すべての人に最高の NFT”をお届けし、クリエイター・アーティスト・コンテンツホルダーとファンの笑顔をつな

ぐことをミッションとする「Adam byGMO」においても、NFT 出品者の皆様がファンの方とのコミュニケーション

をより深め、活性化するための手段としてご利用いただきたいという思いから今回の機能追加に至りました。 

 

https://adam.jp/


■機能の特徴 

出品者とファンの関係構築だけでなく、IP ホルダーや企業などが、販促品（ノベルティー）としてオリジナルの

NFT を作成し、特定多数・不特定多数のユーザーに無料配布する販促活動やコンテンツマーケティングにも活用いた

だくことが可能です。ノベルティーを NFTにすることで、制作費や保管費、郵送費などのコストを抑えることができ

ます。 

また、ユーザーとの気軽で継続的なコミュニケーションも促進され、顧客ロイヤルティの向上も図ることができま

す。 

 

◆活用シーン 

・ファンクラブ会員や定期購読者への特典として、NFT をプレゼント 

・SNS を活用した PR やキャンペーン施策として、NFT をプレゼント 

・特定の NFT 保有者へ追加の NFT をプレゼント           等 

 

※「Adam byGMO のアカウント」をお持ちでない方でも、QRコード読み取り後に表示される「新規アカウント作成」画面において、アカウント

登録（無料）することで NFT を受け取ることが可能です。 

※エアドロップ（NFT の無料配布機能）の詳細につきましては、下記【サービスに関するお問い合わせ先】までお問い合わせください。なお、出

品者のエアドロップ機能利用にあたっては、企画内容に応じて利用料が発生します。 

 

 

【MEGAドン・キホーテ渋谷本店 5周年記念キャンペーンの詳細】 

■激レア！NFT「渋谷ドンペン」プレゼント 

キャンペーン参加条件を満たした先着 555 名の方に、ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の渋谷本店

5 周年限定イラスト NFT がプレゼントされます。 

 

▲「渋谷ドンペン」NFTイメージ画像 



■対象 

「majica」アプリ会員かつ MEGA ドン・キホーテ渋谷本店における 1 回のお会計で税込 5,000 円以上購入された方 

先着 555 名 

 

■配布方法 

1 回のお会計で税込 5,000 円以上のレシートを、MEGA ドン・キホーテ渋谷本店サービスカウンターまでお持ちい

ただいた方に、iPad画面上でNFT受け取りのためのQRコードを表示いたします。QRコードを読み取ると、「Adam 

byGMO」において、NFT の受け取りが可能です。 

 

■期間 

キャンペーン期間：2022 年 5 月 12 日(木)9:00 ～ 2022 年 5 月 15 日(日)23:59（JST） 

受け取り期間     ：2022 年 5 月 12 日(木)9:00 ～2022 年 5 月 16 日(月)23:59（JST） 

 

■注意事項 

・MEGA ドン・キホーテ渋谷本店でのみのキャンペーンです。 

・NFT の配布は 1 人 1 日 1 回限りです。 

・NFT をお受け取りいただくには「Adam byGMO」のアカウントが必要です。「Adam byGMO」のアカウントをお

持ちでない方は、QR コード読み取り後に表示される「新規アカウント作成」画面で、アカウント登録（無料）す

ることで NFT を受け取ることが可能です。 

 

■本キャンペーンに関するお問い合わせ 

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 

お問い合わせ先：HP＜https://form.donpen.com/?_fsi=kD0Dp2Yb＞の「ご意見窓口」フォームをご利用ください。 

 

【MEGAドン・キホーテ渋谷本店について】 

24 時間営業のドン・キホーテ旗艦店。ドン・キホーテのアイデンティティともい

える感性豊かな商品だけではなく、生鮮食品や総菜も取り揃えています。また、モバ

イルフードコーナー「たぴも茶房 SHIBUYA｣では今人気の焼き芋とタピオカを組み合

わせたスイーツを販売しています。その他、お子様連れやお身体の不自由なお客様の

ほか、性的指向や性自認のいかんに関わらず、どなたでもご利用いただけるオールジ

ェンダートイレを設置しています。 

 

名  称：「ＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店」 

営業時間：24 時間営業 

所在地：東京都渋谷区宇田川町 28-6 

交通：渋谷駅ハチ公口から徒歩 5 分 

開 店 日：2017 年 5 月 12 日（金） 

 

【「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（※）からの NFT 購入・出品がスムー

https://form.donpen.com/?_fsi=kD0Dp2Yb


ズに行えるようになりました。 

（※）ヨーロッパ（EU 加盟国および EAA の一部加盟国・英国）にお住まいのお客様については、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！ 

 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。 

 

■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。 

 「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。 

 

■スマホアプリ（iOS／Android）で気軽に NFTのチェック・閲覧・シェアが可能！ 

 2022年4月に、スマートフォンから気軽にNFTのチェック・閲覧・シェアができるアプリの提供を開始しました。 

 iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1611494620 

 Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.adam.AdambyGMO 

 

 以上      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMOアダム株式会社】（URL：https://adam.jp/） 

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 474,575,000 円 

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

【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://apps.apple.com/jp/app/id1611494620
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.adam.AdambyGMO
https://adam.jp/
https://www.gmofh.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（2022 年 3 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 （東証プライム 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 

 

 
Copyright (C) 2022 GMO Adam, Inc. All Rights Reserved. 
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