
 

2021 年 12 月 21 日 

報道関係各位 

GMO アダム株式会社 

坂本龍一氏による「Merry Christmas Mr. Lawrence」のメロディーを 

595音に分割した 1音ずつの NFTとして「Adam byGMO」で発売。 

購入者が参加できる直筆楽譜のオークションも開催 

 

GMO インターネットグループの GMO フィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社である GMO アダム株

式会社（代表取締役：高島 秀行 以下、GMO アダム）が運営する「Adam byGMO」（URL：https://adam.jp/）にお

いて、株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城徹）が坂本龍一氏の初となる全 595 個の音のコ

レクタブル NFT を発売することを発表いたします。坂本龍一氏を代表する作品の 1 つである「Merry Christmas Mr. 

Lawrence」の音源の右手のメロディー595 音を 1 音ずつデジタル上分割し、NFT 化いたしました。96 小節からなる

595音のNFTには、それぞれの音が位置する小節の楽譜画像も紐づけられています。また 595音のNFT販売開始後、

『坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」直筆楽譜を入手できる権利 NFT』のオークションも開催いたします。 

 

595音の NFT は、2021年 7月 30日に Bunkamura Studio（東京）にて、闘病中の坂本龍一氏が演奏した 2021年唯

一となる「Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021」の貴重なレコーディング音源から分割し製作いたしました。 

 

そして NFT の販売は、マーケットプレイス「Adam byGMO」で、1 音（1 つの NFT）10,000 円（税込）の固定価

格で一次販売いたします。決済方法は、イーサ、クレジットカード、銀行振り込み（日本円）をお選びいただけます。

なお 595 音は段階的に、2021 年 12 月 21 日〜23 日の 3 日間で販売予定です（詳細下記スケジュール参照）。またこ

れらの NFT はアーティストおよびレーベルは推奨しませんが、「Adam byGMO」での二次流通や、外部マーケット

プレイスへの出庫にも対応しています。 

 

また、それぞれの NFT の初回購入者限定の特典として、「Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021」フルバージョン

https://adam.jp/


の WAV ファイルを期間限定でダウンロードできるリンクを後日メールでお送りします。さらに NFT 所有者には、

『坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」直筆楽譜を入手できる権利 NFT』のオークションに参加する権利が付

与されます。 

 

今回のプロジェクトのために坂本龍一氏が「Merry Christmas Mr. Lawrence」26 小節目までの直筆楽譜を作成しま

した。この直筆楽譜（実物）を入手できる権利の NFT を、595 音の NFT 所有者に限定し、「Adam byGMO」にてオ

ークション販売いたします。なおオークション開始価格は 100,000 円で、オークション期間は 2021 年 12 月 24 日 0

時〜12月 25日 23時 59分となっています（入札自動延長あり）。この『坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」

直筆楽譜を入手できる権利 NFT』の落札者の方には、後日「Adam byGMO」より連絡させていただき、実物の直筆

楽譜をご送付いたします。なお直筆楽譜は 1 点ものにつき、権利を行使できるのは初回の落札者に限らせていただき

ます。 

 

595 音の所有者の音が合わさることで、「Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021」が 1 曲になります。ぜひこの機

会に、坂本龍一氏初となる 595 音の NFT の、世界で初めての所有者になってください。また貴重な直筆の「Merry 

Christmas Mr. Lawrence」楽譜のオークションにご参加ください。 

 

【「Merry Christmas Mr. Lawrence」595音の NFTについて】 

NFT 名称：X-X "Merry Christmas Mr. Lawrence" Ryuichi Sakamoto 坂本龍一 

※X-X の部分は該当する音の小節と、その小節の何番目の音かを指します。 

販売場所：Adam byGMO 

販売形式：初回定額販売 

販売価格：10,000 円（税込）/1 アイテム 

アイテム数：595 音（それぞれのアイテムで音が異なる個々の NFT です） 

一次販売スケジュール：2021 年 12 月 21 日 19 時、22 日 19 時、23 日 19 時の 3 回に分けて 595 音を販売いたします

（すべて日本時間）。 

発行：株式会社幻冬舎 

企画協力：株式会社キャブ/エイベックス・エンタテインメント株式会社 

詳細はこちら：https://lp.adam.jp/ryuichi-sakamoto-595nfts.html 

 

【坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」手書き楽譜について】 

坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」26 小節目までの手書き楽譜を入手できる権利 NFT のオークションとな

ります。なお直筆楽譜は 1 点ものにつき、権利を行使できるのは初回の落札者に限らせていただきます。 

 

NFT 名称：「坂本龍一「Merry Christmas Mr. Lawrence」手書き楽譜を入手できる権利 NFT」 

販売場所：Adam byGMO 

販売形式：オークション販売 

開始価格：100,000 円（税込） 

アイテム数：１点 

オークションスケジュール：2021 年 12 月 24 日 0 時〜12 月 25 日 23 時 59 分（日本時間） 

発行：株式会社幻冬舎 

企画協力：株式会社キャブ/エイベックス・エンタテインメント株式会社 

https://lp.adam.jp/ryuichi-sakamoto-595nfts.html


詳細はこちら：https://lp.adam.jp/ryuichi-sakamoto-595nfts.html 

 

なおこれらの NFT は世界各地域からご購入いただくことを前提としておりますが、「Adam byGMO」が GDPR の基

準に対応するための手続並びに処理が完了しておらず、現在欧州地域からご購入いただくことはできません。今回、

残念ながら欧州地域においてNFTを販売できないのはアーティストの意向に反することであり、アーティストの意思

ではございませんこと、ご了承いただけますようお願いいたします。 

 

【「Adam byGMO」の特徴】 

■日本語・英語に対応。海外からの NFT購入・出品もスムーズに！ 

 2021年 12月に英語版も提供開始し、使いやすい UI・UXはそのままで、海外（※1）からの NFT購入・出品がスムー

ズに行えるようになりました。 

（※1）ヨーロッパ（EU 加盟国および EAA の一部加盟国・英国）にお住まいのお客さまについては、現在準備中です。 

 

■イーサリアムのほか、日本円にも対応。多様な手段で決済が簡単に！（※2） 

 NFT 売買で一般的に利用されるイーサリアムによる決済のほか、クレジットカード・銀行振込もご利用いただけま

す。日本円でのお支払いにも対応しているため、暗号資産の取り扱いに慣れていない方でも簡単に NFTコンテンツを

購入いただけます。 

（※2）日本国内からの利用の場合。海外からの購入は、クレジットカード、イーサリアム（ETH）で可能です。出品はイーサリアムでの受取

のみとなります。 

 

■購入した NFTの二次販売も可能！クリエイターにロイヤリティを還元。 

 「Adam byGMO」で購入された NFT コンテンツは、「Adam byGMO」内で二次販売を行うことが可能です。また、

二次販売による売り上げの一部は、NFT コンテンツの作者であるクリエイターにロイヤリティとして還元される仕組

みになっています。 

 

■NFT保有者限定コンテンツも提供。 

 「Adam byGMO」で購入した NFT コンテンツの保有者のみが視聴できる保有者限定コンテンツも提供しています。

限定コンテンツは画像や音楽、動画等の形式で提供され、保有者以外のユーザーは視聴ができません。 

 

■今後もサービス拡充を予定。 

今後もより多くの方々にご利用いただけるよう、審査済のクリエイター本人がアイテムを作成し出品できる（※3）

「認定クリエイター機能」をはじめとした機能拡充を予定しています。 

（※3）「Adam byGMO」認定代理店を通した審査は必須となります。 

以上 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOアダム株式会社 

 お問い合わせフォーム 

URL：https://support.adam.jp/hc/ja/requests/new 

 

●GMOインターネット株式会社  

グループコミュニケーション部 広報担当 寺山 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMOアダム株式会社 

お問い合わせフォーム 

URL：https://support.adam.jp/hc/ja/requests/new 

 

 

https://lp.adam.jp/ryuichi-sakamoto-595nfts.html


【GMOアダム株式会社】 

会 社 名 GMO アダム株式会社  

所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 渋谷フクラス 

代 表 者 代表取締役 熊谷 正寿 

代表取締役 高島 秀行 

事 業 内 容 ■NFTマーケットプレイスの提供 

■ブロックチェーン技術を使用したコンテンツの管理等 

資 本 金 251,125,000 円 

【GMOフィナンシャルホールディングス株式会社】（URL：https://www.gmofh.com/） 

会 社 名 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社  

（東証 JASDAQ スタンダード 証券コード：7177） 

所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 渋谷フクラス 

代 表 者 代表執行役社長 CEO 鬼頭 弘泰 

事 業 内 容 ■金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務 

資 本 金 705,580,700 円（2021 年 6 月 30 日現在） 

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円 
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