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バタフライエフェクトxNFT新形態アートの
継続的発展
メタバースのビッグバンからNFTブームで、世界は大きく変わり
ました。今年のテーマは「バタフライ効果」で、NFTは最終的にバ
ブルで堕ちるのか、それとも完全なハリケーンとなり発展を遂げ
るのか、その方向性について探っていきます。2008年、サトシ・ナ
カモトは「分散型」電子取引システムのコンセプトを発表し、この
小さな、しかし確固たる信念から、従来の金融取引を揺るがす変
化の波が押し寄せてきました。時を経て、ブロックチェーン取引
は、世の中から見れば非現実的な役割から、将来の現実的なト
レンドへと進化しています。「分散化」という当初の意図は、NFT
の発展により、純粋な金融システムから芸術産業に至り、そのコ
ンセプトは徐々に実現されつつあり、今後の生活に欠かせない
存在になるに違いありません。仮想と現実という概念がかつて
のように凝り固まったものではなく、概念の変化とともに境界が
曖昧になりつつあり、それがアート業界に大きな波及効果をも
たらしているのは間違いないでしょう。新しい技術の出現は、古
いものが廃れるということではなく、むしろ伝統的なアートとデ
ジタルアートの融合を加速させるものです。ブロックチェーン技
術は、小さな蝶が羽ばたきから、膨大なエネルギーを紡ぎ、稼働
させているようなものです。未来の社会では、人々はもはや現実
と空想の境界線にとらわれることなく、荘周が「胡蝶の夢」を見
るように、現実と空想の狭間を自由に行き来することができるよ
うになるでしょう。

想像を超える　多元で先進的なアート作品
OneOffs x NFTは、完全なキュレーションプランとアーティストの
創造的なコンセプトを表現、潜在的なコンテンポラリーアーティ
ストを厳格に選択し、高品質のアート作品を集めて、驚きと深み
のある展示エリアを完成させる高水準の展示空間企画と同時
に、多様で前向きなプロのコレクション・コンサルタントサービス
を提供し、ご参加の皆さんに素晴らしい体験を提供します。美術
館や展覧会にあるアートに対する一般的な認識を打破し、アジ
アで最も多様でトレンディなコンテンポラリーNFTアートフェア
を目指します。

仮想と現実一体型NTF EXPO
2022年12月にW Taipeiにて第2回One Offs NFT国際アートフェ
アが開催されます。伝統とデジタルアートを結合し、持続的に新
しい形態のアートの舞台を創造、提供します。このアートフェア
は仮想と現実の統合、アーティスト支援、アジアを軸に、台湾を
起点とし、東南アジアに目を向け、世界市場への進出を目指し
ています。

ブロックチェーン技術の「非中央集権化」、「開放性」及び「透明
性」を備えたNFTは、間違いなく２１世紀で最も画期的で革命た
きな取引モデルであり、これまでのアート業界に変革をもたらす
ものです。今年のOneOffs NFTコンテンポラリーアートフェアは

、ブロックチェーンNFT作品と元来のアート作品を共に展示し、
参加ギャラリー及び来場者の両者ともに仮想通貨で支払いが
できます。この展覧会は、NFTのコアである芸術家とその作品を
革命的な技術と構造を運用し、今までは制度により制限されて
いた壁を超えるものです。例えば、展覧会やアート賞などの「定
義上の」アート作品は、この新しい技術を使って、アートと美をよ
り流動的で親しみやすいものにします。今回も再びXRSPACE（
バーチャル空間提供企業）とオンラインのバーチャル3D展示会
場を開きます。これにより、来場者は物理的な空間の概念を超え
て、テクノロジーが生み出すアートのメタバースであるN F Tの本
質をより一層深く体験できます。従来の展覧会の限界を打破し、
ゲーミフィケーションによる新たな没入型の体験を生み出しま
す。

ワンストップNFT展示販売プラットフォーム及
びデータセンターの設立

INTRO
W Taipeiと提携し
最高のクリスマスシーズンを提供

2022年12月、再度W Taipeiと提携し、芸術・文化、ファッション、
テクノロジー、ブロックチェーン、学術、地域の文化資源をつなぎ
、関連分野の経済的利益を拡大、新たなコレクターコミュニティ
ーを育成します。昨年のOneOffs NFTコンテンポラリーアートフ
ェアは三日間でのべ2万人の来場客を記録し、台湾ドル5000万
元の売り上げを達成しました。

OneOffs NFTプラットフォームは、ギャラリーやアーティストの
NFT発行を支援し、プロジェクト企画、出品、管理、総合マーケテ
ィング、アートメディア、戦略的提携、販売、展示、二次市場への
転売など、ワンストップNFT展示・販売プラットフォームとデータ
センターを設置します。

OneOffsは台湾で唯一の完全非中央集権型ブロックチェーン技
術企業であるLootexと提携、更にはAMISの技術支援により、ワ
ンストップのバーチャル・リアル・キュレーション・プラットフォー
ムを構築し、元来のオンラインN F T取引の生態をO2O (Online 
to Offline)へと転換、物理的な展示空間にゼロ距離での交流を
増やします。オンラインとオフライン、リアルタイムで同時に展示
会を楽しみ、アート作品を購入することが可能となりました。

芸術 テクノロジー

ブロックチ
ェーン 学術

プロジェクト企画 出品管理 トータルマーケティング

アートメディア展示販売セカンド市場紹介
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更なる飛躍を目指す
OneOffs NFT国際コンテンポラリーアートフェアは2021年12月に2万人以上の来場客を記

録し、売り上げは台湾ドル5000万元を記録したアートフェアです。NFT市場の発展と、NFTの

特性がアート作品に適していることを利用し、OneOffsチームは再びこの年末に、W Taipeiに

てパフォーマンスアート、NFTテクノロジーアート、トレンディアートなどの要素を取り入れた

バーチャル&リアルアートフェアを開催します。このフェアでは、アジアを軸とし、台湾を起点に

、ブロックチェーンNFTと参加ギャラリーが一体となって地元台湾のアーティストを支援し、イ

ンターネットの拡散力により国際的なアートフェアとなるための新たな仕組みを構築する多

様性のある国際アートフェアです。

BENEFITS

来場客
2万人以上

売り上げ
5000万元以上
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経済効果 
2022年の年度の調査報告「Art Basel and UBS Global Art Market Report」が発表され、世界のアート市場の売上高が651億米

ドルに達し、NFTプラットフォームでの販売活動は活況を呈しています。2021年期間、アート市場以外でアート関連のNFT売上は

前年比100倍以上の26億米ドル、コレクターズアイテムはさらに成長し、86億米ドルに達しました。オンライン市場も発展を続け

ており、2021年は7％増の133億米ドルに達すると推定されます。

2021年において、多数のギャラリーは平均3つのアートフェアに参加しています。参加比率はリアル展覧会2回、バーチャル展覧会

1回に参加しています。 このことより、リアルとバーチャルの融合が、アートフェアの発展にとって重要なトレンドであることを示し

ています。
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アンリミテッド
���������

厳選ギャラリー、アーテ
ィストの年齢や作品カ
テゴリー無制限

ディスカバリー
���������

40歳以下のアーティス
ト限定、作品カテゴリー

デジタル/NFTアート
����������
	��

版数のあるミクストメデ
ィア作品例：写真、ビデオ
、インスタレーション、N F 
T作品、純デジタルアート
またはオンラインアート
作品など。展示アーティ
スト年齢無制限

プライベート/VIPルーム
�������
���
����

アンリミテッド、ディスカ
バリーエリアをご予約の
ギャラリーに限り追加購
入可能。１出展者につき

、１間のみ。
部屋タイプ
�����

WONDERFUL 
ROOM
43 SQM - 46 SQM

����������

����������

����������

��������� ��������� ���������

MARVELOUS 
SUITE
95 SQM

FANTASTIC 
SUITE
70 SQM

早期割引：2022年8月31日前までに申請の場合10％OFF。

展示エリア
����������


	���

FAIR SECTORS
フェアセクター
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価格
����� ���������� ��������� ���������

コンテンツ
������

展示エリア
����������


	���

WONDERFUL ROOM 43 SQM - 46 SQM

．3日間の一般公開販売日
．出展者パス4枚

．VIPチケット20枚
．5作品バーチャル展示室にて展示

．5点のNFT作品リリース
．NFT Fairメールマガジン掲載（２作品、特集２ページ）

．オアシスナイト招待状2枚

BOOTH PACKAGE
ブースパッケージ

アンリミテッド
���������

各国厳選ギャラリー、アーティ
ストの年齢や作品カテゴリー

無制限

ディスカバリー
���������

40歳以下のアーティスト限定
、作品カテゴリー

ディスカバリー
���������

40歳以下のアーティスト限定
、作品カテゴリー

デジタル/NFTアート
����������
	��

版数のあるミクストメディア
作品例：写真、ビデオ、インス
タレーション、N F T作品、純デ
ジタルアートまたはオンライ
ンアート作品など。展示アー
ティスト年齢無制限開

実際の部屋の面積及びルームナンバーは主催側の告知したものとなります。
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����������

FANTASTIC SUITE  70 SQM

．3日間の一般公開販売日
．出展者パス6枚

．VIPチケット30枚
．5作品バーチャル展示室にて展示

．5点のNFT作品リリース
．NFT Fairメールマガジン掲載（4作品、特集4ページ）

．オアシスナイト招待状5枚

アンリミテッド 
���������

各国厳選ギャラリー、アーティストの年齢や作
品カテゴリー無制限

実際の部屋の面積及びルームナンバーは主催側の告知したものとなります。

価格
�����

コンテンツ
������

展示エリア
����������


	���

BOOTH PACKAGE
ブースパッケージ
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����������

MARVELOUS SUITE 95 SQM

BOOTH PACKAGE
ブースパッケージ

価格
�����

コンテンツ
������

展示エリア
����������


	���

アンリミテッド 
���������

各国厳選ギャラリー、アーティストの年齢や作
品カテゴリー無制限

．3日間の一般公開販売日
．出展者パス6枚

．VIPチケット30枚
．5作品バーチャル展示室にて展示

．5点のNFT作品リリース
．NFT Fairメールマガジン掲載（4作品、特集4ページ）

．オアシスナイト招待状5枚

実際の部屋の面積及びルームナンバーは主催側の告知したものとなります。
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 2022     金

12.09  

VIP Day
一般公開

 2022     土

12.10  

 2022     日

12.11  

一般公開
撤去

 2022     月

12.12  

撤去

IMPORTANT
DATES  2022       Sun

05.01  
お申し込み開始

 2022         Fri

09.15
お支払い締め切り日

 2022        Sat

09.30
選考ギャラリーリストの告知

 2022         Thu

08.30  

 2022     Wed

08.31
展覧会申し込み締め切り

展覧会スケジュール

 2022     木

12.08  

展示設営 15:00 展示設営開始

21:00 展示設営終了

10:30 メディアVIP入場

11:00 記者会見開始

12:00 VIP入場

15:00 一般客入場

12:00 展覧会開始

20:00 終了

12:00 展覧会開始

19:00 終了 

12:00 チェックアウト

20:00 終了

19:00-23:00 撤去

08:00-12:00 撤去

アーリーバード

8月30日までにお申し込みいた
だいた場合、アートフェアのレン
タルスペースは10％OFF割引と
なります。

一般公開
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