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始めに
ギフトカード
殆どのリテーラーがコンシューマーに対してギフトカードを提供しています。ギフトカードは、さまざ
まな商品の購入に使用できる一定額のプリペイドマネーを含むカードで、一つの支払形式です。デジタ
ルギフトカード業界の歴史は 1990 年代にまでさかのぼります。デジタルギフトカード市場は、2016 年
から 2020 年の期間に 8.3％の CAGR で成長したと推定されています（PMR）。
現在、アメリカ合衆国だけでも、成人の少なくとも 76％がホリデーショッピング用に少なくとも 1 枚の
ギフトカードまたはデジタルギフトカードを購入したことがあると推定されています。興味深いこと
に、男性は女性よりもギフトカードに対してそれぞれ $162.01 - $144.62 と少し多めに費やしていま
す。
ギフトカードには、従来の物理的なギフトカードとデジタルギフトカードといった主に 2 つの異なるセ
グメントがあり、また、クローズドループカードとオープンループカードの 2 つのタイプがあります。
パーシスタンスマーケットリサーチによると、2020 年の世界のギフトカード市場は約 4,130 億ドルと推
定されていて、2021 年から 2031 年までの 10 年間で 12％を超える CAGR を達成することが期待されて
います。デジタルギフトカードが最も急速に成長しているセグメントであることがわかります。入手可
能な見積もりによると、デジタルギフトカードとバウチャーの世界的な売上高は 2017 年に合計 3,070 億
ドルであり、2024 年までに 7,000 億ドル近くまで成長する見込みです（PMR）。クローズドループカー
ドは、オープンループカードタイプよりも優位性を維持することが予想されています。

デジタルギフトカードのグローバルセールス（10 億ドル）2020 年 〜 2024 年

ギフトカードの購入理由はさまざまです。
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図: ギフトカードの購入理由
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ギフトカード市場の成長を促進する要因
今後 5 年間におけるギフトカード市場、特にデジタルギフトカードまたはバウチャーセグメントの急速
な成長には、それを推進しているいくつかの要因があります。
-

COVID-19 パンデミック

-

スマートフォンの利用増加

-

E コマース、M コマースの成長

-

部分償還機能

-

新興国市場における需要急増

-

機会をカスタマイズおよびパーソナライズする機能

-

市場プレーヤー側の戦略的パートナーシップとコラボレーション

世界のギフトカード市場は急速な成長と利用増加を経験していますが、問題がないわけではありませ
ん。次のセクションでは、業界が世界的に直面している問題のいくつかについて説明します。
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現在のシステムにおける問題点
セキュリティ上の問題
「ギフトカード」は通常、固定された額面で特定の店舗またはリテーラーで商品やサービスと交換でき
る、使い捨てコードの形式をとります。ギフトカードには通常、有効期限が設定されており（3 か月な
ど）、それを超えると利用できなくなります。現在、リテーラーから提供されるギフトカードには次の
2 つの形式があります。
-

デジタルギフトカード: 電子メールで購入および送信、贈答できるオンラインギフトカードコー
ド

-

物理的なギフトカード: 通常はプラスチック製または厚紙製のカードで、一度だけ利用可能なコ
ードが印字されている

どちらの場合も、ギフトカードの利用者、利用金額が記録された元帳をリテーラーが一元管理していま
す。デジタルギフトカードまたは物理的なギフトカードの利用者は、リテーラーの Web サイト上でコー
ドを入力します。そのコードが元帳リストにある未登録コードと一致する場合、元帳からコードは消去
されて、利用者のアカウントにはその額（例えば $10 など）が入金されます。
しかし、一元管理システムの元帳やリストは本質的に、外部または内部の悪意のある者からの改ざん、
編集、または破損を受けやすいものです。ハッカー（ブラックハットハッカー）がギフトカードプログ
ラム上のコードやその他の機密情報にアクセスし、コードを不正に利用したり、オンラインで売却した
りする可能性があります。カードコードが購入者に送信されるまたはリテールストアで購入される場
合、引き換えのためのコード番号が改ざんされていないことを信頼しなければなりません。これは、金
庫を店舗で購入するときに、その店のスタッフや配達人などが鍵のコピーを作らなかったことを祈るよ
うなものです。ギフトカードの損害のうち、62％が従業員の不正行為、13%が偽造、スキミング、そし
て盗難に起因すると推定されています。（2007 年 Nelson 統計）
ギフトカード詐欺は、コンシューマーだけでなく、リテーラーやマーチャントにとっても負担がかかり
ます。最終的には、マーチャントは不正行為や詐欺の被害に対して責任を問われ、世評とブランド名に
影響を及ぼす恐れがあります。

信頼性の問題
セキュリティに加え、今までのシステム固有の明らかな欠陥は、信頼性です。多くの SME が事業用ギフ
トカードプログラムから除外されているのは、信用審査が困難なためです。これは市場への参加者数の
増加を妨げ、その最大ポテンシャルを制限しています。例えば、ギフトカードをストア X またはリテー
ラーY で購入した時点で、一元管理システムの元帳リストが正しく合法的なものであることを信頼し、
またカードを利用するときにはカードの「額面」分が正しく入金されることを信頼する必要がありま
す。ギフトカードの利用プロセスはすべて企業内で一元管理されたバックエンド処理で行われるため、
利用者はギフトカードコードに何が起こっているのか、またそれがどのように保存されているのかを把
握することはできません。
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大企業の場合は、利用者は、商品在庫に余裕があり、ギフトカードプログラムを運営するのに十分な回
転率があり、そしてまた額面がきちんとクレジットされていることを信頼できます。しかしそれでも、
無価値なギフトカードを手にして困ったというような詐欺被害は多々あります。つまりこれは、オンラ
インでカード番号を手動で入力したり、カードが利用可能かどうかをレジで確認する必要がある消費者
へ、リスクがシフトすることを意味します。

効率の問題
現在のギフトカードのパラダイムも非常に非効率的です。現在、ギフトカードを送る最速の方法はメー
ルで、これはユーザーのメールサーバーと同程度の安全性を持ちます。ユーザーエクスペリエンスは最
適ではなく、ギフトカードを購入、送信、利用するには多くの手動でのステップが必要です。
デジタルギフトカードを使用および贈答する際に、ユーザーが失望することは稀ではありません。大規
模なマーチャントのデジタルギフトカードの上位レビューの多くは「1 つ星」であり、これらのレビュ
ーには共通したフラストレーションがあります（amazon.com で最も評価の低い商品）。まず最初に、
多くのユーザーが詐欺に不満を持っています。多くのレビューアは、カードの有効期限が切れている
か、すでに使用済みのため、カードを利用できませんでした。次に、多くのユーザーは一般的なユーザ
ーエクスペリエンスに不満を持っていました。その問題は、電子メールでカードを送信したときにアニ
メーションが正しく再生されないことから、コードがすでに利用されている場合に払い戻しを受け取れ
ないことまで、多岐に渡りました。
マーチャントの観点から見ても、現在のギフトカードのパラダイムは非常に非効率的です。マーチャン
トがギフトカードプログラムを開始、保守するには、大きな選択肢として、インフラストラクチャを自
社で構築するか、サードパーティに依頼しそれによってプログラムを運営するかのいずれか 2 つの方法
しかありません。特注のソフトウェアとインフラストラクチャをセットアップしそれを維持、セキュリ
ティを確保してスタッフをカスタマーサービスに専念させることは、非常にコストがかかります。通
常、これを達成するための経済規模を持っているのは大規模なリテーラー及び企業だけですが、それで
あってもユーザーエクスペリエンスは最適ではありません。サードパーティも、ギフトカードプログラ
ムに関する料金体系において、非常に強気で高額な報酬を求めてきます。
最後に、既存のギフトカードプログラムはアシンメトリックであり、さまざまなリテーラーのギフトカ
ードソリューションを実行するために使用される集中型システム、API、ソフトウェアは断片化されてい
ます。多くの場合、リテーラーはギフトカードプログラムを運営するために、コストが高くてもサード
パーティソリューションを利用しています。
現在のギフトカードシステムの非効率性は、未使用のギフトカードの数によって計れます。日本では毎
年多くのギフトカードが未使用のままになっています。2017 年度は、日本のギフトカードの総額の約
9％（11 億ドル）が未使用のままか、有効期限切れでした。

日本のギフトカード – 未使用額の傾向分析（100 万ドル）2013 年 〜 2022 年
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その他の問題
現在のギフトカード市場とロイヤルティマネジメントの両方の分野で、他にも多くの問題があります。
これらは、マーチャント側とカスタマー側の両方に対して、同様に影響を及ぼしています。これらの問
題のいくつかを以下に示します。
-

断片化

-

オンボーディングの難しさ

-

紛らわしいリワードシステム

-

オンラインギフトカード詐欺、二重支払い、物理的な盗難、複製などの他の詐欺およびマーチャ
ント側での他のセキュリティ上の問題

セカンダリマーケット
ギフトカードのセカンダリマーケットはまだ珍しく、利用ミスや不正行為が生じやすい傾向がありま
す。日本の amaten などの一部の大規模な取引所では流動性がありますが、現在のギフトカードパラダ
イムに固有の問題と非効率性は、これらの取引所の運営に悪影響を及ぼします。
取引所は各マーチャントのギフトカードプログラムのセントラルデータベースへのアクセスを許可され
ていないため、ギフトカードが取引される前に利用されたかどうかを確認することはできません。カー
ドの残高を確認するために入力できる識別番号（PIN）がある場合もありますが、多くのリテーラーでは
この方法を扱っていません。多くの場合、使い捨てのギフトカードはそれを事前に確認できず、販売者
がすでに利用済みのカードを不正に販売する可能性があります。
このため取引所では、利用済みのギフトカードを売却する詐欺を避けるため、償還請求ができない可能
性がある「ビッドサイド」の注文予約が許可されないことがしばしばあります。有価証券や暗号通貨の
セカンダリマーケットで可能なように売り手が入札者に即座に売ることができないため、ギフトカード
のセカンダリマーケットは流動性が低く、マーケットメーカーが効果的に事業を開始しビッドアスクス
プレッドから利益を得ることも困難です。
セカンダリマーケットで不正行為を防ぐことは取引所やユーザーにとって非常に難しく、時間も費用も
かかります。多くのセカンダリマーケットでは、購入者がカードの残高を確認できる制限時間（例えば
30 分）が設定されていて、カードが既に利用されている場合は、その時間内に購入者は払い戻しをリク
エストできます。しかしながら、このシステムは、カードが利用されていないにも関わらず購入者が返
金を求めるといった、購入者からの詐欺にもさらされます。このように、セカンダリマーケットやその
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取引所では買い手と売り手の両方からの詐欺が横行しており、そこで最終的に被害を受けるのは取引所
や罪のないユーザーなのです。
詐欺行為への担保として、現在の大抵の取引所ではデポジットが必要となっています。システムの信頼
性がより高いものへとなればこれは避けることができ、小規模の買い手と売り手もセカンダリマーケッ
トにもっと参加することができるようになるでしょう。
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amaten について
amaten は、日本市場に独自の位置付けで定着し、以前の 1.0 バージョンから新しく革新的な 2.0 バージ
ョンへとアップグレードしました。amaten は、2012 年に日本で設立されたギフトカード取引所です。
市場のリーダーで、現在、日本のギフトカード流通市場の 70％以上のシェアがあり、年間取扱高は 1 億
1,000 万ドルを超えています。2016 年から収益はおよそ 45％の成長を遂げていて、収益、取引量におい
て日本最大のギフトカード市場です。amaten のユーザー数は 100,000 人を超え、利用者層は平均して
年間約 20％増加しています。2019 年のトランザクション数は、110 万以上に達しました。現在、23 種
類のギフトカードが amaten 取引所に出品されており、取引されています。（Amazon, iTunes 等）
amaten は質の高いカスタマーサービスで有名であり、テレビ広告やマーケティングキャンペーンのおか
げで、日本国内に知れ渡っています。
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解決策: ブロックチェーンを利用した amaten プラットフォーム
amaten は、世界初のブロックチェーンを利用したギフトカードエコシステムである amaten プラットフ
ォームを構築しています。このブロックチェーンを利用したソリューションは、本質的に安全で不正は
防止されていて、大規模な処理が可能であり、既存のマーチャントインフラストラクチャとシームレス
に統合され、ギフトカードを絶え間なく良いものへと変えるまったく新しい優れたユーザーエクスペリ
エンスを生み出します。amaten プラットフォームはイーサリアムブロックチェーン上にあるため、コン
ポーサビリティ、スマートコントラクト・ケイパビリティ、セキュリティ、およびその他の多くの利点
を amaten のステークホルダーへ提供します。

amaten ソリューション – ノンファンジブルトークン（NFT）

Easy
onboarding
for
participants

Real-time
view of the
ecosystem

Real-time
transactions
& access to
partner
network

Transparency
and easy audit
trail

Personalized
redemptions

amaten ブロックチェーンプラットフォーム - バリュープロポジション
amaten プラットフォームにより、マーチャントは AMA-2 プロトコルによるノンファンジブルトークン
（NFT）に基づいた分散型ギフトカード（トークン化されたギフトカード）を発行できます。amaten
は、既存の一元管理用インフラストラクチャと容易に統合できるように、マーチャント向けのアプリケ
ーションを提供します。AMA-2 プロトコルを介して発行されたギフトカードは、amaten.com が作る新
しいチャネルに加えて、通常の販売チャネルを介しても販売できます。amaten は、すべてのユーザーが
利用できる DApps を作成して、ギフトカードウォレットと接続して直接ギフトカードの利用を管理して
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いるマーチャントのシステムと統合し、取引の流通市場を作り上げるよう対応します。このエコシステ
ムの原動力は AMA トークンです。これは、amaten プラットフォーム全体を支えるトークンであり、新
しいギフトカードの発行、送金、トランザクションフィーへの唯一の媒体です。

amaten プラットフォーム – ギフトカードアーキテクチャ

プロバイダー
amaten プラットフォームで作成された新しいギフトカードを発行するプロバイダーは、それぞれの仕様
に合わせてさまざまなパラメーターの変更やカスタムコードの実装が可能です。たとえば、特定の日付
や期間、またはユーザーのギフトカードウォレットが特定の額面総額を超えた場合などといった特定の
条件が満たされたときに、ギフトカードを「アクティベート」して譲渡、利用可能にすることもできま
す。従来のギフトカードのように有効期限を設定することはもちろん、それが経過した時点で自動的に
「バーン」することもできます。また、額面パラメータを設定することや、通貨もカスタマイズ可能で
す。たとえば、マーチャントは額面 10 ドルのギフトカードや、0.001BTC のギフトカードも発行できま
す。この「額面」がマーチャントのストアでそのカードを利用できる額です。
amaten は、あらゆる事業規模のプロバイダーが利用できる独自のソフトウェアを作成しています。この
ソフトウェアは、Amaten プラットフォームで特定のウォレットへの着信トランザクションを監視しま
す。監視対象のウォレットは「バーン」ウォレット、つまりギフトカードトークンの引き換えに使用さ
れるウォレットになります。トークンがこれらのウォレットに送信されると、トークンは自動的に破棄
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されると同時に、このトランザクションの不変の公開レコードがブロックチェーン上に保持されます。
amaten ソフトウェアは、これらのウォレットへのすべての着信トランザクションを記録し、トークンを
送信したウォレットアドレスと送信されたギフトカードの額という 2 つの重要なパラメータを記録しま
す。

プログラムを実行しているプロバイダー
たとえば、ユーザーが 10 ドルのギフトカードを対応するプロバイダーのバーンウォレットに送信したと
します。このトランザクションはブロックチェーン上に永続的に記録され、amaten ソフトウェアがそれ
を監視し、送信者のウォレットアドレスとギフトカード総額を安全なプライベート元帳に記録します。
次に、この元帳はウォレットアドレスと利用されたトークン額をプロバイダーの既存のギフトカード元
帳にプッシュし、それによってトークンの送信元である amaten ウォレットアドレスを持つユーザー
は、利用したギフトカード額をプロバイダーからクレジットされます。ユーザーは、amaten ウォレット
アドレスをプロバイダーの 1 つのアカウントにリンクさせることができます。ユーザーがトークンを利
用した後にウォレットアドレスをマーチャントのアカウントに登録した場合でも、データプッシュによ
って、ユーザーのウォレットアドレスの登録が完了した時点で（有効期限切れでなければ）、マーチャ
ントの台帳は利用されたトークンの額を認知し、記録します。
利用履歴は不変の公開元帳に保持されているため、ギフトカードを不正に利用することは不可能になり
ます。仮に何者かがマーチャントのプライベート元帳をハッキング（クラッキング）できたとしても、
マーチャントは簡単に amaten プラットフォームと相互参照して不正を特定することができます。
上記の例は、すでに確立されたインフラストラクチャを備えており、それと amaten プラットフォーム
とを簡単かつシームレスに統合したいプロバイダー向けですが、独自の既存のギフトカードインフラス
トラクチャを持たない小規模なマーチャントや SME についてはどうでしょうか？ その場合は、さらに
シンプルです。

新しくプログラムを確立するプロバイダー
小規模プロバイダー、SME、また amaten ソフトウェアにギフトカード運営を全て任せたいマーチャン
トは、amaten ソフトウェアが構築したデータベース上で、ギフトカード利用のためのプライベート元帳
全体を簡単に管理できます。プロバイダーは、容易なレポートの取得、データベースのコピーのダウン
ロード、誰にどのくらいの金額をクレジットする必要があるかの確認や、データベースをストアと直接
統合することもできます。

その他のプロバイダーのユースケース
プロバイダーはまた、独自の新しいマーケティングツールにもアクセスすることができます。ツールの
1 つには「エアドロップマーケティング」があげられ、これはプロバイダーがギフトカードトークンを
発行し、それを多数の潜在顧客に送信して、多数のユーザーに店舗を訪れて製品を購入するようプロモ
ートするためのものです。たとえば、あるプロバイダーがその店舗用に各 10 ドルのギフトカードを新し
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く 10,000 枚発行するとします。その際、プロバイダは amaten プラットフォームから 10,000 件のウォ
レットアドレスをランダムに選択し、そのウォレットアドレスにギフトカードを送信ことができます。
プロバイダは、マーケティングキャンペーンの対象をもっと絞り、amaten ウォレットに一定の財産を持
つユーザーにのみギフトカードをエアドロップすることもできます。また、ユーザーの履歴やアクティ
ビティに基づいてエアロップマーケティングリストを作成することも可能で、これはソフトウェアを利
用するプロバイダにとって非常に効果的なターゲットマーケティングツールとなるでしょう。
プロバイダは、ブロックチェーン内で完全に機能する自動ロイヤルティプログラムも活用できます。プ
ログラムにサインアップして参加することはもちろん、独自のロイヤルティトークンプログラムを作成
し、ユーザーが特典を受けるために満たすべき条件を指定することもできます。ロイヤルティプログラ
ムの機能は、現在進行中の amaten プラットフォーム開発作業のフェーズ２で予定しています。

エンドユーザー
ユーザーは、管理者による承認を必要としない方法で世界中の誰にでもギフトカードを送信できるよう
になり、すべてのトランザクションは amaten プラットフォーム上で効率的に管理および処理されま
す。ユーザーはギフトカードの正当性がマーチャントから保証された上で購入します。amaten プラット
フォームは、ユーザーとリテーラーとの間の摩擦や障壁を減らし、ギフトカードのグローバルマーケッ
トにサービスを展開していく能力を備えています。そしてそれは、amaten が日本以外の潜在市場として
ターゲットとするエリアをさらに拡大します。アジア、特に中国と韓国は、依然としてギフトカードの
最大の投資エリアです。1 人当たりのギフトカード平均利用額はアメリカと比べると未だかなり下回っ
ていますが、贈答はアジア文化の一部として非常に定着しています。さらに、これらの特定市場はデジ
タルマネーの使用に非常に慣れており、ブロックチェーンへの真のデジタルギフトの導入は、既存の習
慣の自然な進化になります。
ユーザーは、スマートフォンの amaten アプリを介して amaten プラットフォームと直接やり取りがで
きるようになります。amaten アプリは、ユーザーのウォレットとアカウント情報を安全に管理します。
イーサリアムテクノロジーに基づき、（サブトークンも含めて）トランザクションが amaten プラット
フォームで送信される際、ユーザーは AMA でトランザクションフィーを支払います。amaten アプリを
使い、ユーザーはプロバイダーまたはマーチャントから直接ギフトカードを購入したり、amaten 取引所
で売買したりすることができます。ギフトカードがユーザーのアプリに届いた時点で、即座にユーザー
は自由に誰にでもそれをプレゼント、または利用することができます。
ユーザーがギフトカードを贈るときに、設定のカスタマイズやオプションの追加を行うこともできま
す。たとえば、保留中のトランザクションの作成です。ユーザーは、誰かの誕生日や結婚記念日など、
カードを贈る日時を選択できます。また、ユーザーがアニメーションやオリジナルメッセージを追加し
たり、ギフトカードとともにビデオメッセージや画像を送信することもできます。Amaten 取引所を利
用するユーザーも、ギフトカードを売買する時にこのようなオプションを追加することができます。
amaten では、ユーザーエクスペリエンスをより楽しいものへとできるよう、ユーザーの amaten エコシ
ステムへの参加に対するリワードを設けています。ユーザーがギフトカードを売買、または誰かに贈る
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と、リワードとして今後のアクティビティや取引に使用できる AMA が贈られます。ユーザーはこれらの
AMA をギフトカードの購入や割引に使用することができます。
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amaten デジタルギフトカード取引所 - バリュープロポジション
流動性と信頼性を提供する amaten 取引所は、amaten エコシステムの重要な柱となります。amaten 取
引所では、最高品質のギフトカードのみを掲載し、ギフトカードが掲載対象となるためには、マーチャ
ントは最低限の財務要件と報告要件を満たす必要があります。売買は、新世代のブロックチェーンベー
スのギフトカード取引に特化した高度な注文照合システムで一元化されます。バックエンドのインフラ
ストラクチャは、Binance などの他の暗号通貨取引所と類似しているため、既存の暗号通貨取引所から
知的財産権とインフラストラクチャを購入することは経営上、理にかなっています。amaten 取引所は、
プロバイダーに対して、発行した新世代のギフトカードを取引所に直接掲載し、また必要に応じて発行
価格を設定できるといった有益なプライマリーマーケットの流通チャネルを提供します。amaten マーケ
ットプレイスは分散管理型エコシステムに適合しており、プライマリーマーケットとセカンダリマーケ
ットいずれにおいても高い流動性を提供します。ギフトカードは法定通貨と暗号通貨の両方で掲載さ
れ、マーチャントに良いアービトラージの機会を生み出し、マーケットの深さと流動性を高めます。
理論上、発行手数料を支払えば誰でもギフトカードを発行できることになりますが、amaten は、その取
引所で品質と信頼性の高いプロバイダーのギフトカードのみを掲載します。取引所のユーザーを不正か
ら守り、高品質のギフトカードの提供を促すことを目的としています。また、プロバイダーとそれに参
加するマーチャントが新しいギフトカードを法定通貨と暗号通貨で直接販売することもできます。これ
は、ギフトカード提供のための発行市場の一形態で、完全に確証がとれたコーポレートアカウントを持
つプロバイダーにのみ許可されています。プロバイダーは、ギフトカードを amaten 取引所に掲載し続
けるために、一定の最低報告基準を満たす必要があります。このバージョンのホワイトペーパーの時点
での暫定的な要件は次のとおりです。
✓

額面の総額で計算したギフトカード総発行額は、事業年度の収益のうち 20％を超えてはならな
い

✓

ギフトカード履行率の最小条件を満たす必要がある – もし不履行（カードの利用拒否）率が高
く、この履行条件を満たさない場合、そのプロバイダーすべてのギフトカードが掲載廃止になる

✓

ギフトカードの発行以前に最低 2 年間は運営していなければならない

✓

プロバイダーは、ビジネス慣行において信頼でき、倫理的でなければならない

✓

ギフトカードの掲載を維持するために、ギフトカードプログラムに関するレポートを毎年提出し
なければならない

amaten 取引所には高度なトレーディング UI があり、さまざまなテクニカルインジケーターを使用でき
るため、取引量増加を促進します。amaten は、ビッド/アスクで流動性を高めるマーケットメーカーに
対して、より良い取引手数料を提供します。現在の amaten ギフトカード取引所とは異なり、新世代の
取引所では、ビッドとオファー両方での注文を受け付けるため、これによって流動性が大いに向上しま
す。セキュリティを最大限に確保するよう運営され、デポジットは複数の厳重に安全管理したウォレッ
トに送られます。amaten は取引所の管理にベストプラクティスと適切なデューデリジェンスを適用し、
安全性を高めるために可能な限りの措置を講じます。
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amaten マーケットプレイスは最終的に、暗号通貨の保有者が必要とするリアルワールドな流動性を提供
します。それはユーザーが持つ暗号通貨をマーチャントが提供する商品やサービスに変換することを可
能にします。
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amaten (AMA) トークン
AMA トークン（AMA）は、amaten プラットフォームに燃料を供給するネイティブトークンです。それ
はイーサリアムの ERC-20 トークン標準に基づいています。AMA には amaten エコシステム内でいくつ
かのユースケースがあります。AMA は、ギフトカード発行手数料、トランザクションフィー、及びあら
ゆる種類のプロモーションや割引のインセンティブとしても利用できます。ブロックチェーンのボーダ
レスな性質により、amaten ネットワークは新しい地域へ、そして新たなギフトカードアプリケーション
へ発展していき、トークンの有用性が拡大していくことに繋がります。

AMA ユーティリティ
AMA は、amaten ネットワーク、そして暗号通貨取引所や DeFi プラットフォームなどの他のサードパ
ーティの場で、ギフトカードやその他のデジタル資産の売買の際に利用できます。AMA は、以下のアク
ションに使用できる主要通貨ですが、これらに限定はされません。
✓

個人によるギフトカードの販売や購入

✓

個人によるトランザクションフィーの支払い

✓

ギフトカードプロバイダーが amaten による検証を受け amaten プラットフォーム上でギフトカ
ードを発行する際の資金投資

✓

その他の手数料の支払い

他の指定された暗号通貨を利用して取引を行うことも可能ですが、AMA トークンを利用するユーザーに
は魅力的な割引が提供されます。ただし、5 年目までに、この割引率は 0％まで減少します。次の表に従
って割引額は年々減少します。

AMA トランザクションフィー 割引表
Year
Discount Rate

1st year
30%

2nd year
20%

3rd year
10%

4th year
5%

トークンの配分
合計 5 億の AMA トークンが発行されています。 次の表にトークンの配分を示します。

Allocation to
Seed Round
Direct Listing
Technology Development
Marketing
Team and Advisors
Reserve

No. of AMA Tokens
5,000,000
125,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
120,000,000
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Percentage
5%
25%
15%
15%
20%
20%

5th year
0%

次の図は、AMA トークンの割り当てを示しています。

Token 発行配分 (%)

1%
24%

Seed Round
25%

Direct Listing
Technology
Development
Marketing

15%

20%

Team & Advisors
Reserve

15%

ダイレクトリスティング
AMA はダイレクトリスティングで Bithumb Global に上場されました。これに続いて、HollaEx にダイ
レクトリスティングされました。DeFi ユーザーが参加できるように、Uniswap 流動性プールも作成され
ました。
ダイレクトリスティングやその他の取り組みにより調達された資金は、以下のように利用されます。
✓

amaten デジタルインフラストラクチャをアップグレードし、システムアップグレードを実施し
て完全に機能的なブロックチェーン・ギフトカードマーケットプレイスを提供する

✓

ユーザーへの高品質のカスタマーサービスを運営、維持するために、開発者及び一般従業員を採
用、トレーニングする

✓

資金のうち 15％は、グローバルマーケティング、ブランディング、PR、および多様な事業開発
への取り組みを通じて、amaten の継続的なプロモーションに利用する

✓

緊急事態や予期せぬ事態が発生した場合に備えて、資金のうち 20％を運営組織が予備金として
保管する
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四半期ごとのトークン バーン
流通額と取引量に応じて、最初の総発行量の 50％のみが残るように四半期ごとに適切な量の AMA のバ
ーンが行われます。初期発行量の 50％に達するまでの時間は、市場の状況に応じて調整されます。最終
的には、2 億 5000 万 AMA（初期発行量 5 億トークンの 50％）が流通することになります。

トークン ベスティング
ダイレクトリスティングオプションでリリースされなかったトークンは、初期発行量の 75％であり、ロ
ーンチから 5 回の半期で権利が確定します。その結果、すべての AMA トークンは、ローンチから第 5
半期末までに流通用にリリースされます。

べスティング テーブル
Interval
Release

1st half
20%

2nd half
20%

3rd half
20%

4th half
20%

5th half
20%

AMA トークン リリーススケジュール
120.0%

100.0%

80.0%

Reserve
Team & Advisors

60.0%

Marketing
Technology Dev

40.0%

Seed Round

Direct Listing
20.0%

0.0%
T=0

1st half 2nd half

3rd half

4th half

5th half

6th half

7th half

amaten.io | whitepaper v1.1

8th half

9th half 10th half

amaten チーム
エグゼクティブチーム

金澤朝海 - 会長
非常に意欲的な IT 起業家およびベンチャーキャピタリスト。日本の IT やインターネット業界の初期で
あった 1996 年に、20 歳という若さで日本初のモバイルコンテンツプロバイダーのスタートアップ企業
を設立。2007 年、みずほキャピタル、オリックス、NVCC 他より出資を受けて日本初のフォトシェアリ
ングのスタートアップ企業を設立し、後にジャングル社へ売却に成功。数年後の 2010 年にスタートアッ
プ VC、インキュベーター会社「ネットエイジ」に取締役副社長マネージングパートナーとして加わった
後、2014 年に amaten ギフト券売買サイトを買収し 4 年間で売上を 12 倍以上に成長させた。

森 桂一 - 代表取締役
Certified public accountant and licensed tax accountant. Joined Asahi auditing firm in 1999. Started
own business after becoming a certified public accountant. Head of beyond General Accounting
Office which has business with more than 400 companies in Japan and abroad, a senior partner of
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Saiwa Audit LLC, CEO of Henri & M.C, a solution company, CEO of amaten inc., a business company,
and outside director of more than 30 client companies. Lecturer at MOT since April 2011. Has been
noted for business scheme development to maximize clients' needs as a specialist, a consultant, an
entrepreneur, and a businessperson.

松澤一義 – 業務執行責任者
帝京大学で理工学を専攻し、2001 年に卒業。 技術系派遣会社に入社。半導体の EDA ツール検証および
運用、テスト容易化設計、設計自動化フローなどの開発、運用を担当。2007 年後半、プログラマーとし
て IT 会社に転職し、動画検索サービス、画像共有サービス、ソーシャルゲームなどの開発、運用を行っ
た。2014 年に金澤により引き抜かれて業務執行責任者に任命され、取引の急速な自動化とプロプリエタ
リ・プラットフォームの開発を推進。

森瀬実 - 最高マーケティング責任者
米国の学校を卒業後、2008 年に IT ベンチャー会社に入社し、SEO、マーケティングおよびウェブサイ
ト制作と関係会社のサポートを担当。2013 年より大手通信会社ソフトバンクに出向し、広告キャンペー
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ンごとの収益最大化と新しいサービスプロモーションを担当。2015 年に金澤に引き抜かれ、最高マーケ
ティング責任者として amaten に転職し、マーケティングとカスタマーサービス全ての指揮を執る。ユ
ーザー数そして商品提供の増加、当社のサービスとウェブサイトを改善することにより、当社の驚異的
な成長に重要な役割を果たした。

テクノロジーパートナー

加藤正邦 - 最高技術責任者
2000 年に大学卒業後、小売システム開発および e コマースコンサルティング・ソリューション事業を設
立。同ビジネスが急速に成長する中、2003 年にソフトウェアプログラミングおよびソフトウェア開発サ
ービスのプロバイダーとして、Airs 社を設立。2006 年に、人気ブログ検索サービス「TagClick」を開発
およびリリースし、2008 年に同検索エンジンを大手デジタルマーケティングプロバイダーである Irep 社
に売却。2014 年、Amaten サイトのプロプライエタリ・ソフトウェア開発におけるチーフエンジニアお
よびプロジェクトマネージャーに任命された。加藤率いる Amaten ソフトウェア開発チームは、1 日数
千の取引の処理が可能で非常に効率的なギフト券専用の自動マッチングプラットフォームと、日本の主
要銀行 7 行に接続できる優れた API を開発した。並行して、Airs 社は日本の大手ブログサービス会社へ
の Web ソフトウェアプロバイダーへと成長。Airs 社は、e コマースビジネス用の SaaS システム、楽器
用の iPad アプリケーション、写真共有アプリも専門としている。
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佐々木祐介 – シニアデベロッパー
日本の航空自衛隊中部航空方面隊にて迎撃ミサイルオペレーターを 25 歳まで務めた後、フリーランスの
ソフトウェア開発者として活躍。サウンド認証ツール、CAD/CAM ソフトウェア、FPD 品質検査用ソフ
トウェアを使用し、各顧客の用途に適した多様なソフトウェアを開発した。2006 年には、AutoCAD プ
ラグインアプリケーションを使用したエンジン設計の最適化における、開発・導入プロジェクトマネー
ジャーに任命された。2009 年に AIRS 社に入社し、以来、e コマース、Android や Apple iOS アプリ、
災害予防と情報システム、EC ソーシャルネットワーク・アフィリエイトアプリ向けの SaaS Web システ
ムの開発に特化。2015 年、amaten デジタルエクスチェンジのリードエンジニアおよびプロジェクトマ
ネージャーに任命された。現在、TCP/UDP ソケット、Web ソケット、および mDNS の開発に取り組ん
でいる。
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