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平成 18 年４月 12 日 

各      位 

会 社 名 オンキヨー株式会社 

代表者名  代表取締役社長 大朏直人 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６７２９） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役執行役員経営管理本部長 岡谷茂美 

電 話 ０７２－８３１－８００１ 

 

マイクロソフトとの連携によるMicrosoft® Windows® XP Media Center Edition

メディアオンライン向けサービスの開始に関するお知らせ 

 

オンキヨーの高品質音楽配信「e-onkyo music store」が 

メディアオンラインにプリセット！ 

 

日本中の Windows XP Media Center Edition 搭載 PC から直接アクセス可能なサービスをスタート！ 
 

「メディアオンライン」のパートナー企業としてマイクロソフトと協力してゆくことで、 

より多くの皆様に簡単にご利用いただける環境となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆Windows XP Media Center Edition「メディアオンライン」トップ画像      ◆「e-onkyo music store」サービスアイコン 

 

 当社は、平成 18 年４月 12 日に決議し、同日付けに締結の契約によりマイクロソフト株式会社（本社：東

京都渋谷区）と連携し、Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 の標準機能であるメディアオ

ンラインに向けた 24bit/96kHz HD 高品質音楽配信サービスを開始することを決定いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 
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記 

 

１．マイクロソフトとの連携の経緯と目的 

マイクロソフトは、デジタルエンターテイメント分野において、Windows XP Media Center Edition を

中心にコンシューマ市場に向けた活動を展開しています。そして、この Windows XP Media Center Edition

の標準機能であるメディアオンラインでは、デジタルコンテンツがリモコン一つで簡単にアクセスできる

ようになります。 

一方、オンキヨーが運営し好評を博している高品質音楽配信サイト「e-onkyo music store」は、数ある

音楽配信サイトの中でも Windows Media Technology の Lossless 形式による 24bit/96kHz 高品質コンテン

ツ配信という非常に特徴のある音楽配信サイトとしてメディアオンラインへの参入をマイクロソフトと合

意しました。そして今後、マイクロソフトとオンキヨーは、デジタルエンターテイメント市場の構築にむ

けてメディアオンラインのパートナー企業として協力して参ります。 

 

２． サービス名 

ジャズ・クラシックの高品質音楽配信「e-onkyo music store」(通称：e-onkyo music) 

 

３． サービスの特徴 

従来は、ＰＣからブラウザーによりインターネットへと接続し、ポータルサイトを介してサイト検索し、

はじめて当社の「e-onkyo music store」にたどり着くという非常に手間隙がかかる上、無数にある音楽配

信サイトに埋もれていたのが実情です。 

しかし、このメディアオンラインでは、コンテンツがアイコン化されており、リモコン一つでテレビの

チャンネルを変えるような感覚で簡単に「e-onkyo music store」サイトへアクセスし、高品質な音楽を手

軽にダウンロードして楽しむことが出来ます。 

なお、この「e-onkyo music store」は、24bit/96kHz などの高品質でジャズ・クラシックの不朽の名作

を集めた多数のコンテンツを配信しており、オンキヨーの提案する、高品質な音楽環境を実現したデジタ

ルホームの世界における上流に位置するサービスとなります。そして、HDC-7 や WAVIO シリーズ製品など

のオンキヨー製品と組み合わせることで、CD を凌ぐ 24bit/96kHz の音楽環境を実現します。 

 

４． サービスの内容 

ジャズ・クラシックなど、24bit/96kHz または CD レベルの高品質音楽コンテンツのダウンロード販売 

●配信フォーマット：WMA Lossless 形式 

●配信楽曲スペック：24bit/96kHz、24bit/48kHz、16bit/44.1kHz 

●再生ビットレート：600kbps - 3Mbps 程度（可変ビットレート） 

●配信楽曲内容：ジャズ／綾戸智絵、大石学トリオ、田中信正 KARTELL ら日本人ジャズアーティス

トやビリー・ホリデー、デューク・エリントンなど往年スタンダードナンバーの

初期オリジナルレコーディングなど 

クラシック／生誕 250 年を迎えたモーツァルトやベートベンの名曲、バッハのオ

ルガン曲、トリノオリンピックのフィギュアスケートで一躍有名になったプッチ

ーニのオペラ名曲やマーラーの交響曲など 

計約 1000 曲を配信予定 

●コピーコントロール：CD 書き込み 1 回から 3回、DAP への転送 1 回から 10 回（楽曲によって

異なります） 

●配信価格（1曲税込）：200 円から 800 円 

●支払い方法：クレジットカード 

●ご利用には e-onkyo への会員登録が必要です。 

 

５． 新サービスの開始時期 

平成 18 年６月末日（予定） 
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６．今後の見通し 

オンキヨーは、今後コンシューマ市場において Windows XP Media Center Edition によりデジタルエン

ターテイメントが拡大していくことを期待しており、「e-onkyo music store」のサービスは、その拡大を

後押しをするものと確信しております。そして、その相乗効果により「e-onkyo music store」サイトへの

アクセス数やダウンロード数が伸長するものと期待しております。 

またオンキヨーは、この新サービスが平成 21 年３月期に売上高５億円程度のビジネスに成長するものと

見込んでおりますが、Windows XP Media Center Edition 搭載 PC の普及やリッチコンテンツ配信環境、さ

らに提供楽曲等により成長規模が大きく変動するため、現時点で正確に将来のビジネススケールを予測す

ることは困難であると考えております。なお、この新サービスの開始に要する資金につきましては、WEB

上のシステムのため生産設備等が不要なこともあり、軽微となっております。 

しかしながら本サービスは、「オンキヨーが将来の事業領域として設定している AV と PC が融合したデジ

タルホーム市場において、ＨＤをキーワードに事業展開してゆくためには欠かせないビジネス」であり、

なおかつ「これらＡＶＣ事業で培われたコア技術やブランド力を提案の機軸とする付加価値提案型 OEM 事

業の展開においても同様に重要なビジネス」となります。 

つきましては、当期の連結損益等に与える影響は予測困難ではありますが、長期的な投資判断に非常に

重要な影響を与える情報であると考え、お知らせするものであります。 

 

 

≪オンキヨーの提案する、高品質な音楽環境を実現したデジタルホームの世界≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪マイクロソフトについて≫ 

マイクロソフトに関する詳細な情報は、次のマイクロソフト Web サイトを通じて入手できます。 

・マイクロソフト株式会社 Web サイト  http://www.microsoft.com/japan/ 

・マイクロソフトコーポレーション Web サイト http://www.microsoft.com/ 

 

≪マイクロソフトからのコメントについて≫ 

今回の発表に際して、マイクロソフトより以下のようなエンドース コメントを頂戴しています。 

マイクロソフト株式会社 Deputy BMO 執行役員 統括本部長 佐分利ユージン様 

「Windows(R) XP Media Center Edition のメディア オンライン向けサービスに、オンキヨー株式会社

様より、「e-onkyo」をご提供いただき、誠にありがとうございます。メディア オンラインは、リモコ

ンを使って簡単にストリーミング音楽や映像などのオンライン サービスがご利用頂けるもので、テレ

ビのチャンネルを変えるような感覚で、今までのテレビだけではない新しいデジタル エンターテイメ

ントを実現できます。 

オンキヨー様の HD 高品質音楽配信サービスにより、Media Center Edition 搭載 PC で高級オーディオ

システムと同様の環境が実現され、さらに新しいデジタル エンターテイメントの環境が広がることを

期待しております。」 
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≪Microsoft® Windows® XP Media Center Edition について≫ 

Microsoft Windows XP Media Center Edition は、リモコンで簡単に楽しめる機能を提供する オペレー

ティングシステム（OS） です。PC の音楽、写真、テレビなどのデジタル メディアを専用操作画面「メデ

ィアセンター」によりパソコン単体での利用だけではなく、関連デバイスやサービスとのシームレスな接

続によってより豊かなデジタルライフスタイルを実現します 

 

≪メディアオンラインについて≫ 

「メディア オンライン」は、Windows XP Media Center Edition 2005 の標準機能で、専用操作画面「メ

ディアセンター」からリモコンを使って、簡単にストリーミング映像や音楽ダウンロード等のオンライン 

サービスを利用することができるものです。テレビのチャンネルを変えるような感覚で、さまざまなコン

テンツにアクセスすることができます。 

 

 

（関連ページ） 

●e-onkyo music store WEB サイト → http://music.e-onkyo.com/ 

●e-onkyo music store の、Hivi グランプリ企画特別賞受賞のニュース 

http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/060125hiviaward?OpenDocument 

 

 

＊Microsoft、Windows, Windows Mobile は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登

録商標または商標です。 

＊Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 

＊24bit/96kHz：比較データとして、CD は 16bit/44.1kHz で音楽データを処理します。24bit（量子化ビット

数）は CD（16bit）の約 256 倍の分解能、96kHz（サンプリング周波数）は CD（44.1kHz） の約 2.18 倍の

帯域を実現します。 

＊e-onkyo、HD24/96 ロゴ、IMAGINATIVE SIGHT&SOUND は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

＊予定は予告なく変更されることがあります。 

 

以  上 


