
直近のNFT販売・
活用事例と赤裸々な裏側
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・(10分)  会社、サービスご紹介

・(20分)  直近のNFT販売・活用事例のご紹介

・(15分)  実際のNFTマーケットの仕組み例
L エスクロー決済、オークション

・(15分)質疑応答
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CTO 山浦

アジェンダ



自己紹介

代表取締役 小澤 孝太 (Twitter @kotaozawa)

1990年生まれ。元引きこもりゲーマー。

2014年 慶應大学経済学部卒業。株式会社サイバーエージェント新卒入社。

複数の新規事業を立ち上げ。2016年にCA36に抜擢。

2018年4月  Crypto Games株式会社を設立。

2019年6月 「クリプトスペルズ」リリース正式リリース。2週間のクラウドセー

ル 売上は900eth（当時3000万円）を突破し国内最高記録となりました

2020年 ブロックチェーンゲーム開発会社 ダブルジャンプトーキョーの社外

取締役を兼任（2021年 退任）

ブロックチェーンコンテンツ協会理事

ブロックチェーン関連のビジネスモデル特許を２件取得



会社名 CryptoGames（クリプトゲームス）株式会社

代表 小澤 孝太

資本金 73,000,000円（準備金含む）

設立日 2018年4月20日

オフィス住所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-64-8 daiwa笹塚ビル6階

その他 ２件のブロックチェーン関連特許を保有

NFT事業を３年行っている、ブロックチェーン × エンタメ ドメインのスタートアップです。日本最大規模のブロックチェーンゲーム

「クリプトスペルズ」、NFTマーケット「NFTStudio」及びOEM事業を行なっております。

会社紹介



NFTStudio
ブロックチェーンでイラストレーターの応援を増やす 





NFTStudio 概要

好きなイラストレーターの イラストをNFTアートとして 収集・売買できるプラットフォームです

著作権の保証を全出品者契約書で実施、海賊版のNFTが発行されない仕組みとなっています。

Legend of Cryptids

▼ご参画イラストレーター様、IP様事例



NFTStudio の特徴

クレジットカード決済

可能 

審査制 
全てのNFTにて著作権確

認を契約書締結 

ブロックチェーンに

Polygonを採用 

 
高騰するガス代問題を解

決 

NFTの発行・運用を

全てカバー 

日本円での 

報酬支払い 

費用負担０ 

 
NFTの発行・販売にかか

るガス代は運営負担 

様々なマルチチェー

ンに対応 

予定 

ブロックチェーン  手軽さ 

報酬支払い 

サービス内管理画

面からいつでも確認

可能 

著作権管理 

準備：イラストデータ

のみ 

 
ウォレット、暗号資産一切

必要なし 

サポート有り  

法律面 























コインチェックNFT

日本最大の暗号資産取引所「コインチェック」にて 4/1より販売を行った、クリプトスペルズの NFT「ヨグソトース」が  
1.5ETH × 19枚（約600万円）が5秒で完売



NHKのNFT特集：クリプトスペルズ



2020年６月に初の地上波テレビCMを実施





実は一度

死んだプロジェクト。。





特に一般のゲームユーザーからの...

















何が言いたいかと言いますと..

煽りすぎる必要はないですが、

・NFT（エンタメ領域）系のサービスには、一般のユーザーの方も多く

入ってくる

・リテラシーの向上（ウォレットの管理等）、ガイドラインの制定、著作権

管理など含め、改めてみなさまのお知恵をお借りしながら、日本の産業

として業界全体で健全に発展させていけますと幸いです



直近のNFT販売・

活用事例と裏側のご紹介



世界的オークションハウス「クリスティーズ」でNFT作品が75億円で落札



NBA Top Shot（バスケ）：売上245億円



・NFT × 特典

・NFT × メタバース

・NFT × 無料配布

・しくじり３選



NFT × 特典

・3/16 日本初！世界中から注目を集める日本人覆面ユニット、AmPm（アムパム）の未

公開楽曲をNFTとして１枚限定で発行

・４/６ 日本人クリエイターGODTAILがアバターイラストをライブ制作してくれる「共創

NFT」をオークション販売！

・4/15 東北地方の応援キャラクター東北3姉妹と実証実験、世界初・NFTオーナーだけ

が”メタバース劇場”で特典映像を視聴できるNFTを検証

・5/8 NFTStudioにて人気ゲーム「グリモア」の初回購入者特典付きNFTを販売 



3/16 ：世界で１枚の限定楽曲

Spotifyで最も注目されている日本人アーティスト「AmPm」さんが日本初！限定楽曲「Intro」の視聴権付きNFT１枚をオークショ

ン販売。3月28日ニュースピックスにて日本のNFT事例として掲載。3月30日AbemaTVにて放送



3LAU：33人限定の新アルバムが合計12億円で落札



3/16 ：世界で１枚の限定楽曲

Spotifyで最も注目されている日本人アーティスト「AmPm」さんが日本初！限定楽曲「Intro」の視聴権付きNFT１枚をオークショ

ン販売。3月28日ニュースピックスにて日本のNFT事例として掲載。3月30日AbemaTVにて放送



NFT落札者のフロー

MusicNFT LPページ Metamaskログイン + 所有者は楽曲視聴が可能



４/６：イラストをライブ制作してくれる「共創NFT」with DJT

・仮画像のNFTをオークション販売 ・metadataに連絡先、権利行使の規

約を記載

L 落札者が現地に赴き作成

・metadata更新

▶▶



「グリモア」の初回購入者特典付きNFTを販売



NFTオーナーだけが”メタバース劇場”で特典映像を視聴できるNFT

仮想空間サービス「Conata」とコラボレーションし、NFTオーナーだけが入場できる、「メタバース劇場@東北ずん子

（仮）」をオープン、劇場内にて特典映像「東北ずん子ワールド」を視聴できます。

http://www.youtube.com/watch?v=VEyjegxo7cQ


メタバース：別のゲームでも使えるNFT

・クリプトスペルズ⇄マイクリで 2019年9月に実施

・用途の増加により、 NFTの価格が1.5倍程度に上昇



メタバース：マインクラフトでもスキンとして使えるNFT

販売する雲母ミミの2種類のNFTは、NFTに対応したMinecraftサーバー「MyMetaverse（https://mymetaverse.io/）」にて、将来

的に利用できるようになります。NFTの所有者は、Enjin WalletとMyMetaverseのアカウントを連携させることで、ゲーム内で雲母

ミミを相棒として登場させ、一緒にダンジョンを旅することができるようになります。

https://mymetaverse.io/


無料配布：マインクラフトでもスキンとして使えるNFT

Youtubeライブ配信中にQRコードで無償配布

コメント欄も海外ユーザーの増加が見られ、プロモーションとしても効果的な可能性

無償で配布したNFTも二次流通が行われれば、二次流通手数料が発生版



・NFT × 特典

・NFT × メタバース

・NFT × 無料配布

・しくじり３選



しくじり３選：ガス代問題



しくじり３選：ガス代問題

イーサリアムのガス代高騰により、100gweiを超える場合 NFT生成コストが１個~10,000円程度、balkmintでも1,000円程度と、

商品価格よりも高くなってしまうことも多々。



しくじり３選：ガス代確認方法

ethgasstation
https://ethgasstation.info/

gitcoin
https://gitcoin.co/gas/history

イーサリアムの場合、ガス代の安いタイミングで発行をしましょう！



しくじり３選：重複txエラー

購入のトランザクション等が重複してしまった場合、遅いtxがエラーとなってしまい、ガス代のみ喪失してしまう事例。オタクコイン

の場合、数千円のtx × 数回分喪失してしまうユーザーも発生し、お問い合わせいただいた。

そのため、ブロックチェーンゲームでは、NFT販売はガス代のかからないオフチェーン販売を採用している事例も多い。



しくじり３選：環境問題について

SNS上で環境問題（電力消費）の批判が相次ぎ、販売を中止するクリエイター様、プロジェクトも増加傾向。PoWではない、Matic
を採用しているNFTStudioで販売をした場合でも批判が。

特に海外ファンの多いクリエイターの場合は、

チェーン選定、発信方法に検討が必要か。



・NFT × 特典

・NFT × メタバース

・NFT × 無料配布

・しくじり３選



直近のNFT販売・

活用事例と裏側のご紹介



本日アジェンダ

・(10分)  会社、サービスご紹介

・(20分)  直近のNFT販売・活用事例のご紹介

・(15分)  実際のNFTマーケットの仕組み例
L OpenSeaの場合：エスクロー決済、オークション

・(15分)質疑応答

CEO 小澤

CTO 山浦



スマートコントラクトによる
エスクロー決済

 CryptoGames Inc.

山浦雄太

〜OpenSeaを参考に〜



OpenSeaとは

NFTのメルカリ

https://opensea.io/assets/cryptospells

https://opensea.io/assets/cryptospells


２者間の取引

1000万円

アート

Bob Alice



どっちが先に送る？？



エスクロー決済

1000万円

アート

1000万円

①③

②

Bob Alice



仲介業者って信用できるの？？



エスクロー決済

1000万円

アート

1000万円

①③

②

Bob Alice



エスクロー決済（OpenSeaの場合）

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSea

Bob Alice



OpenSeaって信用できるの？？



実際はOpenSeaではなく、OpenSeaの作ったスマートコントラ
クトが仲介をやっている

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSeaが作ったコントラクト

Bob Alice



https://etherscan.io/address/0x7be8076f4ea4a4ad08075c2508e481d6c946d12b#
code

https://etherscan.io/address/0x7be8076f4ea4a4ad08075c2508e481d6c946d12b#code
https://etherscan.io/address/0x7be8076f4ea4a4ad08075c2508e481d6c946d12b#code


OpenSeaが信用できるかではなく、コ
ントラクトが信用できるかが重要



再掲

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice



自分でNFT送ってたっけ？？
（②のとこ）



実際はコントラクトがBobのNFTを勝手にAliceに送っている

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice



BobのNFT勝手に送っていい
の？？



事前にapproveが必要

NFT

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice

ぼくのNFT、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじって

いいよー



再掲

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice



もしBobがNFT手放してたらどうな
る？大丈夫？？



①のトランザクション成功前に、BobがBob(Sub)にNFTを送っ
た場合どうなる？

30ETH

NFT

30ETH

①③

②

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice

Bob(Sub)

NFT



実際は①〜③はワントランザクションで行われるので、失敗し
たらロールバックされる（①の前まで戻る）

30ETH

NFT

30ETH

①①’’

①’

OpenSeaのコントラクト

Bob Alice

Bob(Sub)

NFT



まとめ

①スマートコントラクトでエスクロー決済が実現可能になった

②OpenSeaが信用できるかではなく、スマートコントラクトが信頼できるかどうかが重要

③approveにより、自分のトークンはコントラクトから好きなようにいじられる。

④ワントランザクションで行われるため、エラーが発生するとすべてロールバックされる



スマートコントラクトによる
オークション

 CryptoGames Inc.

山浦雄太

〜OpenSeaを参考に〜



一般的なオークション取引（落札後）

1000万円

アート

1000万円

①③

②

Bob Alice



オークション取引（OpenSea）は落札された瞬間にNFTとお金
が移動する

30ETH

NFT
Bob Alice

12:00



AliceのETH勝手に送っていい
の？？



事前にapproveが必要

NFT

Bob Alice

ぼくのNFT、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじって

いいよー

私のETH、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじっ
ていいよー

30ETH



事前にapproveが必要。しかし、ETHにapproveの機能はない

NFT

Bob Alice

ぼくのNFT、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじって

いいよー

私のETH、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじっ
ていいよー

30ETH



WETH（WrappedETH）でapproveを行う

NFT

Bob Alice

ぼくのNFT、OpenSeaのコ
ントラクトなら好きにいじって

いいよー

私のWETH、OpenSeaの
コントラクトなら好きにい
じっていいよー

30WETH



そもそもWETHがないと入札できない

10ETH！

30WETH

20ETH！

10WETH

30ETH！

30WETH



まとめ

①スマートコントラクトにより、落札された瞬間にモノとお金が移動するオークションが可

能になった。

②ETHではなく、WETHの使って事前approveを行う

③WETHを持っている人しか入札できない。お金を持っていないのに入札だけするユー

ザを排除できる

④ETHをWETHに変えなければならないのはデメリット



NFTStudio
ブロックチェーンでイラストレーターの応援を増やす 

4/19 NHK NFT特集にて放送



NHKのNFT特集：NFTStudio



NFTStudio の特徴

クレジットカード決済

可能 

審査制 
全てのNFTにて著作権確

認を契約書締結 

ブロックチェーンに

Polygonを採用 

 
高騰するガス代問題を解

決 

NFTの発行・運用を

全てカバー 

日本円での 

報酬支払い 

費用負担０ 

 
NFTの発行・販売にかか

るガス代は運営負担 

様々なマルチチェー

ンに対応 

予定 

ブロックチェーン  手軽さ 

報酬支払い 

サービス内管理画

面からいつでも確認

可能 

著作権管理 

準備：イラストデータ

のみ 

 
ウォレット、暗号資産一切

必要なし 

サポート有り  

法律面 








