
Edoverse Avatar Auction
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28 January 2023 (Saturday) 16:30(UTC+9)

Venue:  1F/BF  Ginza Medical Building
7-4-12 Ginza Chuo-ku, Tokyo, Japan

Enquiry: info@shiwa-wise.com
+81-3-5537-8024

Auction Rules:
1. Auction commission is 16.5% (tax included) for winning bidder.
2. Edoverse Co., Ltd. issues an invoice to the winning bidder.
3. Please make a payment to the designated account within 10 days after the auction.
4. Payment method is bank transfer by Japanese Yen or payment by cryptocurrency.
5. Cancellation is not possible after it makes a successful bid.
6. ID with your face photo is necessary to confirm your KYC. 

Live Bid:
1. If you would like to participate in the live bid, please contact Edoverse Co., Ltd. 
2. Please register by the morning of the previous day of the auction.(info@shinwa-wise.com)
3. Paddle number and password setting method will be issued.
4. You need to set the password yourself.
5. Enjoy the bid from internet.

Online Bid: Please register by the morning of the previous day of the auction.(info@shinwa-wise.com)

Delivery: The NFT would be transferred to the Ethereum mainnet address after the payment 
were confirmed. The avatar will be delivered once it were created in Edoverse 
in the first half in 2023.

mailto:info@shiwa-wise.com


2023年1月28日 (土) 16:30

会場:  〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12 銀座メディカルビル 1F/B1F
お問い合わせ: info@shiwa-wise.com

03-5537-8024

オークション規約:
1. 落札手数料は、16.5％(税込)となります。

例) 10,000,000円で落札された場合、請求額は手数料1,650,000円を落札
価格に加えた11,650,000円となります。

2. 落札者には、Edoverse株式会社が請求書を発行いたします。
3. お支払いは、オークション終了から10営業日以内に指定口座にお支払いください。
4. お支払いは、日本円での銀行振込または仮想通貨でお受けいたします。
5. 落札後はキャンセルできませんのでご注意ください。
6. 本人確認のために、顔写真付きのIDをコピーさせていただきます。

ライブビッド:
1. ライブビットへの参加をご希望の方は、事前登録が必要です。
2. オークション前日の15時までにinfo@shinwa-wise.comにご連絡ください。
3. パスワード設定用のパドル番号とメッセージをお送りいたします。
4. ライブビッド登録のためにご自身でパスワードを設定する必要があります。
5. インターネットでの入札をお楽しみください。

オンライン入札: オークション前日の午前中までに事前入札できます。
本人確認書類と入札金額をinfo@shinwa-wise.comにご連絡ください。

お引渡し: NFTのお引き渡しは、お支払い確認後、イーサリアムメインネットアドレスにて送付いたします。
アバターについては、江戸バースにてアバターが生成され次第配送いたします。(2023年上半期予定)

江戸バース・アバター・オークション
Powered by SHINWA AUCTION
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江戸バース・ヒーロー・アバターについて

About Edoverse Hero Avatar

制作(Production) Edoverse Foundation

監修(Supervised) 德川家広（公益財団法人德川記念財団理事長、德川家第19代当主）

Iehiro Tokugawa (19th Head of the Tokugawa Shogunal Household )

江戸バースは現代に「江戸」が存在する仮想空間として、日本文化・芸術への理解を促進し
つつ、教育格差・貧困問題を解決するメタバースの構築と運営を行うことを目指しています。現
在はGame-Fiメタバース空間の開発段階であり、2023年末に一般公開を予定しています。

Edoverse is a virtual space where "Edo" exists in the modern world. Our goal is to build and to operate a metaverse that
promotes understanding of Japanese culture and art, and solves the problems of educational disparity and poverty. The Game-Fi
metaverse space is currently in the development phase and is scheduled to open to the public at the end of 2023.

江戸バースの空間の中では、江戸城の周りに大名屋敷が立ち並び、独自の仮想通貨である
ZeniやKobanを使って、独自のエコシステムを作り上げられます。そこでは、世界中の人たち
がアバターに入って、ゲームをしたり、コンサートにいったり、ものを買ったりと実際に江戸の街
を楽しむことになります。また、大名屋敷が江戸の景観を保ちながら、外の新しい空間について
は、５年１０年かけての長期的なまちづくりをしていくこととなります。

Within the Edoverse space, you can create your own ecosystem using our own virtual currency, Zeni or Koban, with Daimyo
mansions lined up around Edo Castle. People from all over the world will be able to enter their avatars, and can enjoy the city of
Edo by playing games, going to concerts, buying things, and so on. In addition, while the Daimyo Mansion will maintain the Edo
landscape, the new space outside will be a long-term urban development project that will take over decades to complete.

今回の新選組アバターNFTは、江戸バースプロジェクトにて公式制作。当プロジェクトのアバ
ターNFT制作としては初となります。江戸時代末期に名を馳せた剣術集団として、現在も根強
い人気がある新選組。その中でも、トップの剣術を持つ二人を作り上げました。当作品は、各１
体ずつしか存在しないこととなり、今後も永久に世界で唯一無二のアバターとなります。

This new avatar NFT was officially produced by the Edoverse project. This is the first avatar NFT produced by this project. The
Shinsengumi was a famous swordsmanship group at the end of the Edo period and is still very popular today. We have created
two of the top swordsmiths among them. This work will be the only one and only avatar in the world forever in Edoverse.

さらに、2023年末に一般公開を予定している江戸バース(メタバース空間)にて、限定アバ
ターとして、自らのキャラクターの姿で自由に歩き回ることができるようになります。また、一般
公開前のβ版でも利用可能とする予定です。

In addition, users will be able to walk around freely in the form of their own character as a limited avatar in Edoverse which is
scheduled to open to the public at the end of 2023. It will also be available in a beta version before the general public release.

江戸バースのヒーローアバターは、エドバース稼働後、通常のアバターとは異なる上位レイ
ヤーの存在として取り扱われ、様々な特典を受けることができる予定です。

Hero avatars in the Edoverse will be treated as a higher layer of existence, different from regular avatars, and will be entitled
to various benefits after the Edoverse goes live.

落札後から江戸バース稼働開始２年間、３ヶ月毎に落札金額の５％分のZENIがEdoverse
Foundat ionからステーキング報酬として付与されます。各タームについて、末日のZENI価格
(グローバル仮想通貨取引所BitMartでのレート)で換算予定。

5% of the winning bid price in ZENI will be granted by the Edoverse Foundation as a staking reward in each quarter until two
years after the Edoverse launch. Granted ZENI amount will be assessed on the closed price at the end of the quarter in the
global cryptocurrency exchange BITMART.



（映像NFT)

（画像NFT) （菊一文字則宗 映像NFT)

Lot 1

新選組アバター

Shinsen-Gumi Avatar

沖田総司 Soji-Okita, 

４NFT付き
ランク特典付き

ステーキング特典付き

With 4NFT
With rank benefits
With staking privileges

¥ 5,000,000.〜¥ 10,000,000.

3840×3840 pixel / Year 2023 / ERC-721 /
MP4-based NFT

464×848 pixel / Year 2023 / ERC-721 /
MP4-based NFT (映像NFT) 1696×928 pixel / Year 2023 / ERC-721 /

MP4-based NFT 1280×720 pixel / Year 2023 / ERC-721 

落札者には、合計4つ（3個の映像NFTと1個の画像NFT）が付与され、江戸バース内の沖田総司アバターの所有
者となります。NFTは、落札・お支払い完了後にご指定のウォレット・アドレスにお送りいたします。
アバターは、江戸バースにおいてアバターが生成され次第、配送いたします。（生成は2023年上半期中を予定
しております。）

The winning bidder will receive a total of four (3 video NFTs and 1 image NFT) NFTs and will be the owner of the Soji Okita avatar in the 
Edoverse. The NFTs will be sent to your designated wallet address after the successful bid and payment are completed. The avatar will be 
delivered as soon as the avatar is created in Edoverse.(Generation is scheduled during the first half of 2023.)



落札者には、合計4つ（3個の映像NFTと1個の画像NFT）が付与され、江戸バース内の斎藤一アバターの所有者
となります。NFTは、落札・お支払い完了後にご指定のウォレット・アドレスにお送りいたします。
アバターは、江戸バースにおいてアバターが生成され次第、配送いたします。（生成は2023年上半期中を予定
しております。）

The winning bidder will receive a total of four (3 video NFTs and 1 image NFT) NFTs and will be the owner of the Hajime Saito avatar in the 
Edoverse. The NFTs will be sent to your designated wallet address after the successful bid and payment are completed. The avatar will be 
delivered as soon as the avatar is created in Edoverse.(Generation is scheduled during the first half of 2023.)

（映像NFT)

（画像NFT) （鬼神丸国重 映像NFT)

Lot 2

新選組アバター

Shinsen-Gumi Avatar

斎藤一 Hajime-Saito,

４NFT付き
ランク特典付き
ステーキング特典付き

With 4NFT
With rank benefits
With staking privileges

¥ 5,000,000.〜¥ 10,000,000.

3840×3840 pixel / Year 2023 / ERC-721 /
MP4-based NFT

464×848 pixel / Year 2023 / ERC-721 /
MP4-based NFT (映像NFT) 1696×1696 pixel / Year 2023 / ERC-721 /

MP4-based NFT 1280×720 pixel / Year 2023 / ERC-721 


