
ユーティリティについて

→ と呼びますGENESIS → と呼びますAUTHENTIC → と呼びますSEED

主な変更点

・AUTHENTICのユーティリティ詳細の追加

・「波形アートについて」写真を更新

・「ライセンス」をAUTHENTICに対応するため変更

今後も更なるユーティリティの追加を予定しています。

ver.1.1(2023.03.04更新)
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SEED 1点〜

GENESIS楽曲の独占AL

所有しているSEEDを元にGENESISコレク
ションの楽曲が作られた場合、その楽曲
を優先的、かつ割引価格で購入すること
ができます。

所有SEEDの商用利用

所有しているSEEDを自由にお使いいただ
けます。BGMとして使用したり、それを
元に新たな音楽作品を作りNFTとして販
売するなど、様々な使い方が可能です。

ホルダー限定NFT

ホルダー限定NFTが不定期にAirDropされ
ます。ランクによって内容が変わりま
す。また初期の表題つきSEED(#001〜
#010)は、通常のSEEDとは異なる扱いに
なります。(表参照)



AUTHENTIC 1点〜

所有楽曲の商用利用

所有しているAUTHENTIC楽曲を自由にお使いいただけます。

BGMとして使用したり、それを元に新たなNFTを作り販売する

など、様々な使い方が可能です。

ホルダー限定NFT

ホルダー限定NFTが不定期にAirDropされます。ランクによって

内容が変わります。



SEED 8点〜 AUTHENTIC 4点〜

すべてのSEEDの商用利用
コレクション内のすべてSEEDを自由にお使い
いただけます。キーやテンポ情報も記載され
ているので、ポップスやEDM等にも使いやす
い素材になっています。将来追加される音源
も対象になります。



SEED8点/AUTHENTIC2点: mp3素材のみ

SEED12点/AUTHENTIC3点:

高音質wav含む全ての素材



波形アートプレゼント
「波形アート」とは、音楽の波形から作る現
物のキャンバスアート。専用のアプリで波形
をスキャンすると音楽を再生することもでき
る、次世代の音楽の所有形態です。所有して
いるCryptoWagakki関連の音楽NFTから1つお
選びいただき、その波形を元にしたアートを
プレゼントします。

SEED 16点〜 AUTHENTIC 10点〜

GENESIS 1点〜 AUTHENTIC 10点〜 GENESIS 1点〜

全てのGENESIS/AUTHENTIC

楽曲の商用利用
GENESISとAUTHENTICコレクションに含ま
れる全ての楽曲の商用利用が可能です。ス
ペースや動画、イベントでのBGM利用はもち
ろん、音源を使って作った作品をNFTとして
販売することも可能です。将来追加される楽
曲も対象になります。



SEED 24点〜 AUTHENTIC 20点〜 GENESIS 2点〜

A: オリジナル楽曲制作(箏独奏) B: カスタムSEEDレコーディング

どちらかお好きな方をお選びいただけます。



A: 箏(琴)独奏によるオリジナル楽曲を1点制作いたします。制作した楽曲は自由にお使いいただけます。



B: あなただけのオリジナルSEEDをレコーディングいたします。(演奏時間は最長で2~3分程度目安)

ご自分の考えたメロディの生演奏を曲に使いたい、既存のSEEDでは対応できない特別なレコーディング音源が欲しいという
音楽クリエイターの方にオススメです。



SEED 48点〜 AUTHENTIC 30点〜 GENESIS 3点〜

A: オリジナル楽曲制作(編成制限なし) B: 出張演奏(国内限定)
どちらかお好きな方をお選びいただけます。



A: 和風のオリジナル楽曲（5分以内目安）を1点制作致します。バンド・オーケストラと和楽器をミックスするなど、大編成
の曲も可です。制作した楽曲は自由にお使いいただけます。



B: 箏(琴)の出張演奏に伺います。交通費・宿泊費などのご負担は不要です。イベントや結婚式、会社のパーティなどにオスス
メです。曲目などのリクエストも承ります。(他者の著作権を侵害しない範囲に限る)


リサイタル形式の場合目安30分以内。BGM演奏の場合時間制限なし。リサイタル形式とBGM演奏のハイブリッドも可能です。

移︎動に飛行機が必要になる場合、ご依頼前に必ず一言ご相談ください。



新ユーティリティ「波形アート」について

⾳は指紋と同じように、それぞれ固有の振動パターンを持っており、1つとして同じものはありません。

そういった音の特性を活かし、波形を現物のキャンバスアートにプリントして作るのが波形アート(Sound Wave Art)です。

Sound Wave Picture LLC(https://www.soundwavepic.com/)の提供する専用のアプリを使ってアート状の波形をスキャンすれば、音楽
を再生することもできます。部屋にインテリアとして音楽を飾り、それを聴いて楽しむ。まさに次世代の音楽の所有体験です。



ご自身で保有しているCryptoWagakki関連の音楽NFTから1つお選びいただき、波形アート化を申請します。楽曲の長さが3分以上の
場合、楽曲の一部をピックアップする形になります。（アプリでの再生可能時間が最長で3分までになっているため）



対象の方は、以下フォームから申請をお願いいたします。(Discord内「ユーティリティ申請」にも同様のフォームがあります)

https://forms.gle/mvKqoxHAZ6wYtWjR6






Q&A
Q. 音源を使いたいのですが、どこからダウンロードできますか？

A. Discordからお願いします。ウォレット認証をすると、音源が置いてある部屋に入ることができます・


Discordチャンネル: https://discord.gg/bhrc5TEFvv

Q. ユーティリティは重複して受け取ることができますか？ 

A. はい、できます。例えば48点SEEDを保有している方は、波形アートを受け取った上で、箏独奏の楽曲制作

を依頼し、さらに出張演奏の依頼をすることが可能です。但し、各ユーティリティに対し申請できるのはお1人

様1回までです。例えば、GENESIS楽曲を2点保有している方が波形アートを2回申請することはできません。

Q. ユーティリティに有効期限や使用上限はありますか？

A. 商用利用などの権利を付与するタイプのユーティリティについては、条件を満たしている限り永久にユー

ティリティの対象になります。その他の申請式のユーティリティ（波形アート、楽曲制作、出張演奏等）につ
いてはお1人様1回のみ使用可能です。条件を満たしている限り申請期限はありません。



Q. 二次流通でNFTを取得した場合でも、ユーティリティの対象になりますか？

A. はい、なります。但し、不正防止のため次のようなケースでは、不正の実行が客観的事実により否定されな
い限り、ユーティリティの付与を取りやめさせていただく場合があります。楽曲制作や出張演奏には多大なコ
ストがかかりますので、不正防止のためにもご理解をお願いいたします。



■短期間のうちに大量のNFTが、特定のウォレットに無料もしくは明らかに不自然な価格で移動している場合

■同一人物が保有する複数のウォレット間でNFTが移動し、ユーティリティの不正取得が行われている可能性が
見られる場合

■複数の不審なウォレット間でNFTが移動し、組織ぐるみの不正が行われている可能性が見られる場合

Q. GENESISとSEEDを両方持っています。合算して上位のユーティリティを獲得できますか？

A. 現時点では、「SEED何枚分がGENESISに相当する」など明確な基準を設けていないため、合算することは
できません。AUTHENTICも同様に、合算することはできません。



Q. GENESISとSEEDを両方持っており、それぞれで条件を達成しています。それぞれに対してユー
ティリティを申請することはできますか？

A. 現在のところ「各ユーティリティに対し申請できるのは1人1回まで」とさせていただいているため、
GENESISとSEEDそれぞれに対してユーティリティを申請することはできません。ただし今後、両方を保有して
いる方のためのユーティリティ追加も考えておりますので、ご期待いただければ幸いです。

Q. 元々あった『SEEDを元にGENESISが作られる』というコンセプトはなくなってしまったのです
か？

A. いいえ、なくなりません。これまで通り、運営サイドはSEEDを元に楽曲を作りGENESISコレクションで発
売する可能性があります。その際、元となったSEEDのホルダー様はこれまで通り、GENESIS楽曲の優先&特別
価格での購入が可能です。

Q. 楽曲やSEEDを自分の作品に使用した後、NFTを売却しました。過去に作ったこれらの作品はど
うなりますか？

A. 作品を制作した時点でユーティリティの条件を満たしていれば、楽曲やSEEDを利用して制作した作品を後か

ら削除・改変・販売停止する必要はありません。



ライセンスについて
1.GENESIS/AUTHENTIC楽曲の利用について
GENESIS/AUTHENTIC楽曲のライセンスはCC BY-SA 2.0を採用しています。楽曲のホルダー様は、以下2点を
守っていただければ商用・非商用問わず楽曲を自由に使用することができます。音楽付きのNFT作品を制作し
販売することも可能です。



①下記ライセンス情報を任意の場所に記載いただくこと

（直接作品内に記載する必要はありません。例えばNFTとして出品する場合は、アイテムのDescriptionなどに記載いただければ問題
ございません）

Music by 久(HISASHI),CryptoWagakki



②楽曲を利用して制作した作品にライセンスを付与する場合は、全く同じライセンス（CC BY-SA 2.0）を設定
すること。



2.SEEDの利用について
SEEDのホルダー様は、その保有枚数に応じて運営が認める範囲において、商用・非商用問わずSEEDを自由に
使用することができます。SEEDを元にNFT作品を制作し販売することも可能です。



ライセンス情報の記載は任意であり、記載義務はありません。

（ライセンスを記載いただいたり、音源の提供元としてプロジェクトをご紹介いただくのは大歓迎です）

また、SEEDを利用して制作した作品にライセンスを付与する場合も、特に制限はありません。

3.全コレクションに共通する禁止事項について
いかなる場合も、以下に該当する使用方法は禁止とさせていただきます。

■公式コンテンツであると誤認させるような使い方

■楽曲やSEEDをそのままの形で第三者に販売すること（NFTを購入しても著作権が譲渡されるわけではありません）

■わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するコンテンツへの利用

■その他、公式や著作権者の評価を著しく傷つけると判断される使い方



その他注意事項
ユーティリティの内容や利用規約は、今後市場の状況やプロジェクトのフェーズなどに応じて改変される可能
性があることをご理解ください。(過去に遡って権利の利用を停止することはありませんのでご安心ください)



その他、ユーティリティについて疑問がある場合は運営者までご質問ください。

Twitter : https://twitter.com/hisashi_musik

E-mail : info@hisashi.site

Discord : https://discord.gg/bhrc5TEFvv「質問と相談-questions」チャンネル

関連リンク

CryptoWagakki Official Website: https://cryptowagakki.com/

CryptoWagakki Cyber Collection: https://opensea.io/collection/cw-cc/

CryptoWagakki SEED: https://opensea.io/collection/cryptowagakki-seed/


