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スポーツチーム公認オークション「HATTRICK」、K-1 WORLD GP 

2022 JAPAN ～K’FESTA.5～ チャリティーオークションを開催！ 

4 月 3 日に開催される"K-1 年間最大のビッグマッチ"「K'FESTA」へ出場する選手の貴重な

アイテムをお届け 

 

あらゆるステークホルダーへ人生を変える価値を提供し、一人ひとりが「らしく、生きる。」世界の実現

を目指すバリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表：六車 進、以下 当社）は、同社の運

営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK（https://auction.hattrick.world/）」にて、2022 年 4

月 3 日（日）より、K-1 との「K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ～K’FESTA.5～ チャリティーオークショ

ン」を開催いたします。 

 

ファンとともにスポーツの未来をつくるために 

日本発祥の立ち技格闘技として 1993 年に始まった「K-1」は、プロを頂点、アマチュアを底辺としたピラミッド構

造の構築を行い、K-1 をスポーツとして確立させることを目指し、活動しています。新しいコンセプト「100 年続く

K-1」のもと、K-1 JAPAN GROUP では新たな取組として、スポーツチーム公認オークション「HATTRICK」を通じ

たチャリティーオークションの開催を決定、この度 4 度目の開催を迎えました。 

今回、2022 年 4 月 3 日（日）に国立代々木競技場第一体育館にて“K-1 年間最大のビッグマッチ”「K'FESTA」（ケイ

ズ・フェスタ）の第 5 回大会が開催されます。K-1 の原点ともいえる無差別級トーナメント、山崎秀晃選手と大和哲 

也選手によるタイトルマッチ、第 2 代 K-1 ウェルター級王者・野杁正明のスーパーファイトなど、注目の対戦カー 

https://auction.hattrick.world/
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ドが並んだ大会です。 

そして本オークションでは、この「K'FESTA」第 5 回大会での K-1 無差別級トーナメント優勝者、タイトルマッチ

勝者のフォト＋サインアクリルプレート、出場選手のサイン入りグローブ、トーナメント選手が入場式で着用した

T シャツ、スーパーファイト勝者が使用したバンテージ、リングのコーナーポストに使用されていたコーナーカバ

ーなど、貴重なアイテムを選手、ラウンドガールのチェキ＆直筆サイン入りで出品いたします。また、第 3 代 K-1

スーパー・バンタム級王者・金子晃大の私物もサイン入りで出品されます。 

 

Krush で激闘を繰り広げた選手たちの貴重なアイテムも出品決定！！ 

「Krush（クラッシュ）」は K-1 JAPAN GROUP が開催しているプロイベントで、KO 至上主義のファイターたちが

見せる究極の壊し合いで男子 10 階級、女子 3 階級でチャンピオンを決める超破壊型打撃格闘技です。年齢、キャリ

ア、実績は一切関係なく、一つの勝利や一つの試合ですべてを手に入れることが出来る、誰もが拳一つで夢を掴む

チャンスがあるリングです。 

今回は、ダウン発生率 70％以上の「Krush」を K-1 大会と同様に盛り上げるべく、激闘を繰り広げた選手たちの貴

重アイテムも出品いたします。KO を放ったその手でサインされた、勝利直後の特別なアイテムをファンの皆様へお

届けいたします。 

 

■K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ～K’FESTA.5～ チャリティーオークション 開催概要 

【開催期間】2022 年 4 月 3 日（日）10:00～2022 年 4 月 10 日（日）22:00 

【オークションページ URL】https://auction.hattrick.world/top/440 

【出品商品】 

・「無差別級トーナメント選手」 サイン入りグローブ 

・「山崎秀晃 vs 大和哲也」 サイン入りグローブ 

・「K-1 無差別級トーナメント優勝者」 アクリルプレート＋フォトパネル （直筆サイン入り） 

・「K-1 スーパー・ライト級タイトルマッチ勝者」 アクリルプレート＋フォトパネル （直筆サイン入り） 

・「ANIMAL☆KOJI」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「谷川聖哉」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「石井慧」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「実方宏介」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「京太郎」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「坂本英則」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「K-Jee」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「マハムード・サッタリ」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「山崎秀晃」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「大和哲也」 T シャツ （入場式着用・直筆サイン入り） 

・「野杁正明 vs 加藤虎於奈」 バンテージ （スーパーファイト勝者実使用・直筆サイン入り） 

・「安保瑠輝也 vs プライチュンポン・ソー.シーソムポン」 バンテージ （スーパーファイト勝者実使用・直筆サイ

ン入り） 

https://auction.hattrick.world/top/440
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・「村越優汰 vs 朝久裕貴」 バンテージ （スーパーファイト勝者実使用・直筆サイン入り） 

・「江川優生 vs 大岩龍矢」 バンテージ （スーパーファイト勝者実使用・直筆サイン入り） 

・「軍司泰斗 vs 斗麗」 バンテージ （スーパーファイト勝者実使用・直筆サイン入り） 

・「K-1 歴代王者」 大会ポスター（勝者・直筆サイン入り） 

・「無差別級トーナメント」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパー・ライト級タイトルマッチ」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト①」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト②」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト③」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト④」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト⑤」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「オールスター」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「無差別級トーナメント＆タイトルマッチ」 コーナーポスト（直筆サイン入り） 

・「スーパーファイト」 コーナーポスト（直筆サイン入り） 

・「K-1 ガールズ」 T シャツ+チェキ（未使用・直筆サイン入り） 

・「Krush.135 タイトルマッチ」 大会ポスター（直筆サイン入り） 

・「バンタム級タイトルマッチ勝者」 サインプレート＋チェキ（実使用・直筆サイン入り） 

・「Krush ガールズ」 T シャツ+チェキ（未使用・直筆サイン入り） 

・「バンタム級タイトルマッチ勝者」 私物（実使用・直筆サイン入り） 

・「金子晃大」 私物（実使用・直筆サイン入り） 

 

■チャリティーオークションの目的 

●K-1 JAPAN GROUP はプロイベント、アマチュア、ジムの三つを軸に、プロを頂点・アマチュアを底辺としたピ

ラ ミッドを構築し、K-1 をスポーツとして確立することを目指して活動を続けています。スポーツは安定した社会

と共に存在し、社会と接点を持つことで発展してきました。K-1 JAPAN GROUP もスポーツに携わる組織として、

社会活動を推進していきます。 

●我々は K-1 というスポーツを通し、2030 年までに達成すべき“世界共通の目標”である「SDGs」の 17 項目のうち

［3：すべての人に健康と福祉を］［11：住み続けられるまちづくりを］［12：つくる責任 つかう責任］につながる

活動として、スポーツ・アスリートのオークションサービス「HATTRICK」と共に、チャリティーオークションを実

施し、今回の収益の一部を「特定非営利活動法人 ジャパンハート」「一般財団法人 UNITED SPORTS FOUNDATION」

および、東京都渋谷区のスポーツ支援団体へ寄付いたします。K-1 を通して地域スポーツの活性化に協力し、その地

域とともに K-1 をスポーツとして盛り上げていく所存です。 

●我々は日本発の立ち技格闘技 K-1 を格闘技の枠を超えたメジャースポーツに成長・発展させることで“100 年続く

K-1”を 目指していきます。 
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■HATTRICK について 

『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポー

ツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創

する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。 

HP：https://auction.hattrick.world/ 

Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official） 

Twitter：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world） 

 

■ バリュエンスジャパン株式会社（https://www.valuence.inc/japan/）概要 

・設立：2019 年 9 月 10 日 

・代表者：代表取締役社長 六車 進 

・本社所在地：東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 28 階 

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売 

※バリュエンスジャパン株式会社は東証マザーズ上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 

／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。 
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