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株式会社クレイオ
日本人ラッパー初！
尾張名古屋のエンターテイナー「SEAMO」大ヒット曲の新録が公式ＮＦＴ化決定！
『The NFT Records』にて 2021 年９月３日正午ドロップ開始！限定販売もあり！
期間は 2021 年９月 24 日正午まで！！
当社の子会社であります、音楽専門の NFT マーケットプレイス『The NFT Records』を運営する株式
会社クレイオは、紅白歌合戦出場ラッパーSEAMO の大ヒット曲「ルパン・ザ・ファイヤー」の新録楽
曲・MV 含む限定商品を、日本人ラッパー初の公式 NFT として 2021 年９月３日正午にドロップ開始する
ことを決定しましたので、お知らせ致します。
サイト URL：https://jp.thenftrecords.com/

◆基本概要
日本人ラッパー初！公式 NFT 発売決定！
『第 57 回 NHK 紅白歌合戦』出場ラッパーSEAMO が、自身の大ヒット曲「ルパン・ザ・ファイヤー」を、
ハモネプで話題沸騰の男女混成５人組アカペラグループ、ハイスクール・バンバンとコラボレーショ
ン。
【ルパン・ザ・ファイヤー with ハイスクール・バンバン】として新録。
今回、その貴重な新録楽曲と撮り下ろし MV、SEAMO 15th Anniversary Movie「もしもあの時 “if”」
の特別エディット ver.、
「仕切り直しでもう一度！15th Anniversary Again『PERFECT SEAMO TOUR』
」未
公開ライブ映像、本人着用衣装、直筆サインを含めた超豪華セットなどの商品を、NFT 化し発売致しま
す。ファン必見の SEAMO 公式 NFT を、お見逃しなく！

SEAMO コメント：
「NFT は、僕ら CD 世代のアナログ感覚と、デジタルの両方を併せ持つ可能性だらけの素晴らしいコン
テンツだと思っています。NFT という新しい体験価値を通じて、音楽を所有する喜びをファンの皆さん
と一緒に楽しみ、繋がりたいです。」（SEAMO）
楽曲および MV は購入後、
『The NFT Records』のマイコレクション（WEB）にてお楽しみいただけます。
※販売時点において【ルパン・ザ・ファイヤー with ハイスクール・バンバン】楽曲、MV、そして
SEAMO 15th Anniversary Movie「もしもあの時 “if”」の特別エディット ver.、
「仕切り直しでもう一
度！15th Anniversary Again『PERFECT SEAMO TOUR』
」未公開ライブ映像は『The NFT Records』でのみ
購入可能な商品となる予定です。
◆SEAMO

プロフィール

1995 年より地元名古屋、東海地区を中心にシーモネーターとしてインディーズ活動をはじめ、同地区に
おける HIP HOP の新しいスタイル、ムーヴメントを確立。
同郷の nobodyknows+や HOME MADE 家族なども参加した自身の作品リリースだけでなく、BENNIE K の作
品にフィーチャリング参加、ケミストリーの楽曲 remix も担当するなど幅広く活動。他にも加藤ミリ
ヤ、RYO（ケツメイシ）･･･などと数々のアーティストとのコラボレーションを果たし、リスペクトを集
める。
2005 年、シーモネーターとしての活動はやりつくした･･･との思いから名前を SEAMO に改名。
2006 年、４月リリースの 4th シングル「マタアイマショウ」は、ラジオリクエスト、有線、カラオケで
の大きな反響を得て超ロングヒット。
そして LOVE SONG でファンのハートをつかんだ後は、
「ルパン三世のテーマ」をリメイクしたキラーチ
ューン、「ルパン・ザ・ファイヤー」で今度はリスナーのハートを打ち抜き、シングル初の TOP10 入
り！
2nd アルバム「Live Goes On」はチャート初登場 1 位を記録。
年末には「紅白歌合戦」を含む大型 TV 番組の出演を果たす。
2007 年、夏に地元での自身企画のフェス「TOKAI SUMMIT」を立ち上げる。
2008 年には日本武道館公演も実施。
2009 年３月には HIP HOP ソロアーティストとして初の代々木第一体育館公演、そのツアー最終日には、
地元愛知県でアリーナ会場である日本ガイシホールでの公演を成功させた。
自身が発起人となる東海地区の夏フェス「TOKAI SUMMIT」は 2016 年までに 10 回開催し、東海地区を代
表する大型フェスの一つとして、地位を確立し大成功のまま幕を閉じる。
2016 年、AZU とのコラボレーションアルバム「THE SAME AS YOU」をリリース。
2017 年、地元名古屋のアーティストである Crystal Boy（nobodyknows+）
、KURO（HOME MADE 家族）
、
SOCKS と共に制作した「ON＆恩」を含む DIGITL EP「ON＆恩案＆音」
、EP「続・ON＆恩＆音」をリリー
ス。
2018 年、４年３か月ぶりのリリースとなるオリジナルアルバム「Moshi Moseamo？」を引っさげての全

国 TOUR のチケットは全て完売。
2019 年、２月 20 日オリジナルフルアルバム「Glory」をリリースし、全国 TOUR「Glory」を開催。 10/
９（水）「シーモネーター・天狗の日」に記念すべき SEAMO としての 10 枚目となるオリジナルアルバム
「Wave My Flag」をリリース。
2020 年１月、ベストアルバム「 PERFECT SEAMO」をリリースし、全国 TOUR「Wave Your SEAMO TOUR」
を実施。 堤幸彦氏監修のドキュメント映画「もしもあの時 " if " 」を東名阪イオンシネマで上映。
９月、名古屋高速公団 50 周年タイアップソング「Highway」を担当。
2021 年３月、通算 11 枚目となるオリジナル AL「NORA」をリリースし、音楽原作キャラクターラッププ
ロジェクト「ヒプノシクマイク」の楽曲「R.I.P.」も担当。唯一無二の HIPHOP アーティストとして活
躍中。
＜The NFT Records について＞
音楽専門の NFT マーケットプレイス。
The NFT Records では、商品を仮想通貨ではなくクレジットカードなどの法定通貨で購入することがで
きます。
なお、The NFT Records で購入した音楽、MV、ジャケット写真、アーティスト写真などは The NFT
Records の「マイコレクション」ページで楽しむことができます。
＜NFT について＞
NFT とは、デジタルのものであっても、ユーザーが確かにそれを持っていることを証明してくれる仕組
みのことです。
NFT を買うということは、ユーザーの好きなアーティストと共に喜びを分かち合うことにつながりま
す。NFT の楽しみ方の一つとして、急激に市場が拡大しています。
＜The NFT Records が取り扱う NFT について＞
The NFT Records は音楽原盤および各種データを権利元から正式に許諾を受けて商品化し、NFT 商品と
してお客様にお届けします。NFT 商品の原盤権や著作権はアーティストまたはレーベル各社が権利を保
有しており、NFT は原盤権や著作権を販売・譲渡するものではありません。
また、販売される NFT 商品には一つ一つ固有のシリアルナンバーが入っております。その番号を持って
いるのは購入者のみとなり、購入者がその商品を「所有」することとなります。購入し受け取った商品
は、今後展開または連携予定の二次販売マーケットにて、他者に譲渡することも可能です。
＜環境への配慮について＞
The NFT Records は、環境に配慮した設計を心掛けています。
当社のマーケットプレイスでは、ブロックチェーンネットワークで一般的な、計算競争による PoW (プ
ルーフ・オブ・ワーク)というコンセンサスアルゴリズムを使っていないため、電力を大きく消費する
ことがなく、環境に配慮した設計になっています。
【株式会社クレイオ 会社概要】
本
社：東京都港区赤坂３丁目７番地 13 号
代 表 者：代表取締役社長 神名秀紀
設
立：2019 年４月 22 日
事 業 概 要：マーケットプレイスの企画・開発・制作・運営、動画配信サービスの開発・運営。
=========================================================
The NFT Records には、経験豊富な NFT の専門家及び、エンターテインメント界に精通する多彩なメン
バーがそろっています。レーベル様単位での NFT 化、アーティスト様の NFT 楽曲販売についてのサポー
トなどを行わせていただきます。
https://jp.thenftrecords.com/
＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア IR 担当チーム
MAIL：ir@aeria.jp
以上

