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セルバイミュージック紹介書



放送などのメディアが
個人クリエイター中心に転換され、
音楽使用に対する需要は増え続けています。

Our Mission

その他、様々なプラットフォームへのAPI提供など、
約1千万人以上が使用中の
著作権の心配なく使える音楽を提供する
韓国1位のサービスです

「個人・企業、誰でも音楽を著作権の問題なく使えるように」

セルバイミュージックは

あらゆるジャンルのTrendyでHipな音楽

3万曲以上の膨大な音楽ライブラリー

企業/個人の利用会員数 は韓国内17万人以上



Who We Are

セルバイミュージックは

曲別・月間・年間プランなど料金の選択が可能 Platform -  編集、メタバース、ライブコマース、SNS、アプリ、ウェブ、ゲームなど
Video - ユーチューブ、SNSティックトック、広報映像、広告、放送など
Space -  カフェ、展示、イベント、ホテル、病院、博物館、オフィスなど

ex.  空間音楽サービス

ex. ライブコマース

一回の決済だけで音楽の著作権を完璧に解決 音楽の使用が必要などこでも



What We Do

膨大な音楽ライブラリー

New AgeHip-hop Electronic

R&Bロック ジャズ

インディー

その他ラテンワールド
ミュージック

Ambient

韓国風

毎日アップロードされる
最新のHIP MUSIC

あらゆるジャンルの音楽



Who We Are

便利な検索機能

ムード
明るい、 活動的、楽しい、軽快な、幸せな、清涼な、さわやか、かわいい、
コミック、 希望的、 ロマンチック、 愛しい、暗い、 恐怖、緊張感、腹立つ、
 むかつく、悲しい、穏やかな、憂 切ない、 憂鬱、 ピンチ、寂しさ、 力強い、
壮大な、中毒性、 セクシー、グルーブ、 不思議、ファンタジー、 単純、難解な、
サイバー、だるい、異国的な、韓国的な

ダンス、エレクトロニック、ヒップホップ、R&B、クラシック、
ニューエイジ ロック、バラード、インディーズ、ジャズ/スウィング、ラテン、
韓国風、ワールドミュージック、アンビエント、トロット、その他

ジャンル

すごくおそい
(≤69)

 おそい
(70-89)

 ふつう
(90-119)

 はやい
(120-139)

すごくはやい
(140≤)テンポ　　

ビジネス、食べ物、教育/ドキュメンタリー、ウェディング、 日常/VLOG、旅行、
キッズ/ペット、スポーツ/アクション、パーティー、ファッション、科学/実験、
タイムラボ、スローモーション、自然、 モダン、睡眠/瞑想、勉強/ASMR、
ハロウィン、キャロル、アニメー、ゲーム、オープニング、エンディング、お祝い

テーマ

長さ

雰囲気、ジャンルなど
簡単なClickだけで音楽を検索 場面・イメージだけで

音楽を自動マッチングしてくれる 
AI検索サービス 

楽器 ピアノ、アコースティックギター、ドラム、エレキギター、
シンセサイザー、弦楽器、管楽器

03:10 - 03:30



Who We Are

完璧な著作権保護システム

セルバイミュージックのすべての音源は
ユーチューブCID管理を通じて
完全に保護されています。 セルバイミュージックが独自開発した

音源別 SAFE CODE導入により、
チャンネルを便利に



主要顧客
Why Work With Us

企業・機関が信頼する音楽ライブラリー
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主要顧客
Why Work With Us

クリエイター・インフルエンサーが使う音楽、セルバイミュージック



Mircanvas - 編集 Grip - ライブコマース

Selvers -メタバース VIDEOSTEW - 編集

 SNOW - 編集

셀바이뮤직 BGM

主要顧客
Why Work With Us

API 提供で様々な プラットフォームから使われているセルバイミュージック



Why Work With Us

 その他のプロジェクト

‘MAZZU’ キャラクターソングLG U+ ‘青年ミュージシャン優秀音源公募展’

SUPERACE BGM 公募展LG U+ オーディオドラマ配給

ポケモンコリア
「カードゲームルールソング」製作

ラッパー「レウォン」’

公募展/音源制作など、セルバイミュージックの多様なプロジェクト



Press & Media
セルバイミュージック、韓国科学技術情報通信部から長官賞を授与

이제까지의 음악은 듣는 것이었지만, 크리에이터 미디어 시대를 맞으면서 개인, 기업 누구나 
영상 콘텐츠 등을 직접 제작하는 시대가 됐고 이런 콘텐츠 제작에 엄청난 양의 음악이 
사용되고 있다. 다만 음악 사용은 저작권 문제 등으로 어려움이 있었고, 이를 해결한 서비스가 
바로 셀바이뮤직이다.

셀바이뮤직- 과학기술정보통신부 장관상 표창

1인 미디어 산업 내 음악 부문 공로를 인정 받은 점이 수상의 큰 역할



Press & Media

@asmrsuna

@soobin1119

@officialkimbumsoo

@dnsl

@Bonggil@seably

@LeeHongGi_official

@user-sy8cl9xd2j

MokongTV

@sini

はい べチャン

@edmmer

@geean84

@stungunTV

@SIMITV1

@conitv

@ppippi

@YoongNa0705

@DannyNerDy

@DickHunter

@sieonschool

@bbogumi @jisikdrink

저작권이 해결된 배경음악(BGM)을 제공하는 사이트인 '셀바이뮤직'이 MCN인 CJ ENM의 
다이아TV 및 트레져헌터와 배경음악 사용 계약을 체결했다고 밝혔다.

셀바이뮤직-다이아tv, 트레져헌터 계약 체결

韓国内のユーチューバーが最も多く使用するBGMサイト、セルバイミュージック

@olddogz



Press & Media 顧客のレビューとコミュニケーション

dsw99248 2022. 9. 2

セルバイミュージック
無料効果音BGM見つけた！

tjdwls5427 2022. 11. 27

映像制作 音楽検索 YouTube
無料効果音BGM 楽に
探すセルバイミュージック

jackie30

音楽検索などで著作権の心配
のない音源が使えるセルバイ
ミュージックをご紹介します
。

動画編集の必需品、
効果音BGM 著作権のない
音楽はSellbuymusic！

galshou90

今日は動画編集の過程で気軽
に使える著作権フリー音楽で
収益創出が可能なBGMプラッ
トフォーム「セルバイミュー
ジック」についてご紹介した
いと思います。

新鮮なBGMから
無料効果音まで
Sellbuymusic

lka0125

セルバイミュージック！ログ
インして入ってみました。 様
々な音源があってこそ、コン
テンツに合う音楽を選ぶこと
ができますので！

YouTube bgm 
著作権のない音楽
しっかりPICK。

sohyun1989

ユーチューブやメタバス、テ
ィックトック、CMなどの映像
BGMだけでなく、公的機関や
大企業、作曲家など多様な方
々が利用すると良いところで
す。

その度に使うSellbuymusicについて話してみようと
思います。 音楽には著作権というものがあります。 
そのため、映像に効果音BGMを入れる時は、まず著
作権について調べてみると良いでしょう。

ユーチューブのBGM効果音、
著作権の心配ないBGM
セルバイミュージック！
そしてセルバイミュージックというBGMサイト
を知りました。 全曲に対して著作権を確保して
おり、心配なく思う存分使える音楽を提供して
いるところです。



会社名  |（株）Musicplat

住所   | (04147) ソウル特別市 九老区 九老洞 817 5階

Web   | https://www.sellbuymusic.com/

代表メール | biz@sellbuymusic.com  

代表番号  |（82+）02-542-7001

セルバイミュージック

은피리 2022. 9. 9


