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ハイレゾ音源配信
ハイレゾ音源配信サイト
音源配信サイト「
サイト「e-onkyo music」
music」が全面的に
全面的にリニューアル
さらに使
さらに使いやすく楽
いやすく楽しめるサービス
しめるサービスに
サービスに！
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社は、同社が運営するハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」を 2013 年 5
月 15 日に全面リニューアルいたします。
e-onkyo music は 2005 年 8 月のサービス開始以来、原音に近いスタジオマスター並みのクォリティを持つハイレゾ音源を提
供してきました。ハイレゾ音源に対応した再生機器も各メーカーより数多く販売される中、当サイトでは昨年よりワーナーミュー
ジックやユニバーサルミュージック、ビクターエンターテインメントなどメジャーレーベルの音源配信も昨年より開始し、ますます
の盛り上がりを見せております。
今回のサイトリニューアルで特に注目すべき点は、「一新されたサイトデザイン」と、「全曲 DRM フリー」「24bit および DSD 形
式の高音質に特化した配信コンテンツ」です。また、楽曲やアーティスト、再生機器の紹介など各種情報もわかり易く集約され
ており、ハイレゾ音源を通して音楽を最大限楽しめる総合サイトへと進化しています。
【TOP ページイメージ】

※リニューアルに
リニューアルに伴いサイト URL が変更になりました
変更になりました
旧 URL：
http://music.e-onkyo.com/
URL： http://music.e↓
新 URL：
URL：

http://www.ehttp://www.e-onkyo.com/
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■リニューアルの
リニューアルの狙い
今回のリニューアルでは、下記２点をポイントとしております
① サービスの主役である音楽コンテンツがより際立つようにサイトデザインを一新。幅広いアイテムから“選びやすく”、シ
ンプルな導線で“買いやすい”、機能的にもストレスフリーな Web サイトになりました。
② 楽曲情報だけではなく、再生機器の紹介やイベントの案内などハイレゾ配信音源にまつわる様々な情報も網羅し楽曲
の購入以外の目的で訪れても存分に楽しめるような web サイトになりました。
【トップページイメージ】

【楽曲詳細ページイメージ】

■新しくなった機能
しくなった機能・
機能・サービス
【１】オリジナル試聴
オリジナル試聴プレイヤー
試聴プレイヤーの
プレイヤーの設置
新しくサイトに搭載されたオリジナル試聴プレイヤーは、デザイン性・操作性とも抜群です。試聴の履歴も一定期間リスト
表示され、気になった曲を保存できる“気になる機能”（後述）も搭載されました。

【２】強化された
強化された検索機能
された検索機能
キーワード検索に加え、ジャンルやファイルフォーマット、スペックでも楽曲を絞り込めることにより、音楽的側面とオーディ
オ的要素の両方から検索が行えるようになりました。
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【３】「News
】「News」「
News」「Products
」「Products」
Products」新たなコンセプト
たなコンセプトの
コンセプトのページを
ページを追加
新譜情報やアーティスト情報、レコーディング秘話、試聴イベントの案内など“ハイレゾの今”を知ることができる「News
ページ」を開設。また、ハイレゾ音源を楽しむには欠かせない対応再生機器の情報やセッティング例の紹介などをまとめた
「Products ページ」も開設し、楽曲購入以外でも存分に楽しめるサイトを目指しました。
News⇒ http://www.e-onkyo.com/news/

Products⇒ http://www.e-onkyo.com/products/

【４】マイページ機能
マイページ機能の
機能の充実
メンバー登録をしていただいたお客様が利用できる“マイページ機能”が充実しました。例えば試聴履歴では、「５曲前に聴
いたあの曲をもう一度聴く」「試聴した曲のリストから購入したいものだけをカートに入れる」といったことが簡単に行えます。
また、試聴や閲覧をしていて気になった曲にチェックを入れて、ご自身の“気になるリスト”が作成できる「気になる機能」は、
「移動時間にチェックしたあの曲を帰宅後に購入する」など、活用方法は無限です。
ログイン後はページの左メニューにマイページ機能一覧が表示されているので、煩雑なステップを踏むことなく便利な機能を
いつでもご利用いただけます。
ログイン後に表示されるマイページ
サイト内の各所に配置された

“気になる”ボタンを押すと、気になるリストに追加される。
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【５】ポイント制度
ポイント制度や
制度やクレジット番号登録機能
クレジット番号登録機能で
番号登録機能でリピート購入
リピート購入もお
購入もお得
もお得に楽々
新たに e-onkyo music ポイント制度をスタート。通常時はご購入金額に対して１％（1 ポイント＝1 円換算）をもれなく付与い
たします。貯まったポイントは次回のご購入時に値引きとしてお使いいただけます。
また、リピート購入時には嬉しい「クレジット番号登録機能」も追加。初回ご購入時にクレジットカード番号を登録いただくこ
とで、2 回目以降のご購入ではクレジットカード情報入力の手間が省けます。
【６】安心の
安心のサポートメニュー
メンバー登録から購入・ダウンロードにいたるまで、サイトの基本的なご利用方法が映像で確認できる動画を web サイト上
にご用意いたしました。
更に、新たなサービスとして訪問サポート「e-onkyo music コンシェルジュ」（有料）を開始。初心者の方でもハイレゾ音源を
気軽に楽しめるように、パソコンと USB-DAC の接続・設定から、ネットワークオーディオのトータルセッティングまで、幅広
いサービスを実際に訪問し実施いたします。
※本サービスは、キューアンドエー株式会社よりご提供させていただき
ます。
ご利用ガイド⇒

http://www.e-onkyo.com/support/guide.aspｘ
ｘ

e-onkyo music コンシェルジュ⇒

http://www.e-onkyo.com/concierge/

PC 上の画面遷移を動画でご案内

■ハイレゾ音源
ハイレゾ音源に
音源に特化した
特化した品揃
した品揃え
品揃え
再生環境に制約のある「DRM（著作権保護管理）付き」の楽曲配信を終了し、すべての配信楽曲を「DRM フリー」
といたしました。また、CD クオリティー（16bit）の配信も終了し、ハイレゾ音源（24bit 及び DSD）のみを取り揃えました。

■リニューアルキャンペーン
リニューアルを記念したキャンペーンを下記概要にて実施いたします。
期間：
期間： 2013 年 5 月 15 日（水）～6 月 11 日（火）
キャンペーンページ：
キャンペーンページ： http://www.e-onkyo.com/campaign/
キャンペーン内容
キャンペーン内容：
内容：
【1】e-onkyo music ポイント増量
通常時はご購入金額に対して１％を付与するところ、キャンペーン期間中はもれなく 3％付与いたします。
【2】合計 30 名様に豪華賞品プレゼント
新しいサイトの使い勝手やご意見をお伺いするための購入者アンケートを実施。アンケートに回答いただいた方の中から
抽選で合計 30 名様に、オンキヨー製ネットワークレシーバー「CR-N755」をはじめとする豪華賞品をプレゼントいたします。
【プレゼント製品一覧】
V プリカ、TEAC：UD-501、FOSTEX：HP-A8、RATOC：RAL-DSDHA1、RME：Babyface、PreSonus Studio One Professional、
Aster&Kern：AK120、オンキヨー：CR-N755、オンキヨー：AS-258、オンキヨー： ES-HF30
【協賛ご協力各社一覧】（五十音順、敬称略）
株式会社アユート、株式会社シンタックスジャパン、ティアック株式会社、フォスター電機株式会社、ラトックシステム株式会社、
ライフカード株式会社
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■リニューアルオープンにあわせて
リニューアルオープンにあわせて配信開始
にあわせて配信開始する
配信開始するタイトル
するタイトル
サイトリニューアルにあわせ、本日リリースとなったタイトルは以下の通りです。
e-onkyo music 初登場となる「Airplane Label」や、キングレコードのクラシックレーベル「シャルプラッテン・レコード」の他、日本に
おけるサラウンド研究の第 1 人者としても知られるエンジニア、Mick 沢口氏のサラウンド作品の数々、4 月よりハイレゾ配信に
本格参入した EMI クラシックスの名盤の数々などを追加配信いたします。
また、日本コロムビアの作品も、日本プロ音楽録音賞受賞の「SHANTI/Romance with Me」を DRM フリーで再配信開始いたしま
した。

【Airplane Label】～旅がコンセプトの新感覚レーベル
◆From the Far East/荒巻茂生（96kHz/24bit, DSD2.8MHz）
http://www.e-onkyo.com/music/album/ap1035/
◆HOAGY'S BACK/Mooney & Keni with Lucky Rhythm（48kHz/24bit）
http://www.e-onkyo.com/music/album/ap1037/
◆From me to me/Minami Hiroshi Go There!（96kHz/24bit, DSD2.8MHz）
http://www.e-onkyo.com/music/album/ap1040/
◆Sector b/類家心平 4 Piece Band（48kHz/24bit）
http://www.e-onkyo.com/music/album/ap1044/
◆Afrodita/東京ザヴィヌルバッハ（48kHz/24bit）
http://www.e-onkyo.com/music/album/ap1048/
【キングレコード】
＜シャルプラッテン・レコード～ルカ教会シリーズ＞
◆モーツァルト：交響曲第 39 番変ホ長調 K..543／交響曲第 40 番ト短調 K..550/オトマール・スウィトナー(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9401/
◆モーツァルト：交響曲第 41 番ハ長調 K..551≪ジュピター≫／交響曲第 32 番ト長調 K..318／交響曲第 34 番ハ長調 K..338/
オトマール・スウィトナー(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9402/
◆ベートーヴェン：交響曲第 5 番ハ短調 作品 67≪運命≫／交響曲第 8 番ヘ長調 作品 93/ヘルベルト・ブロムシュテット
(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9403/
◆シューベルト：交響曲第 5 番変ロ長調 D.485／交響曲第 7 番（旧・第 8 番）ロ短調 D.759≪未完成≫/ヘルベルト・ブロムシュ
テット(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9404/
◆モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 管楽器のための協奏交響曲/オトマール・スウィトナー(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9409/
◆モーツァルト ディヴェルティメント集/ヘルベルト・ブロムシュテット(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9411/
◆ブラームス：ハンガリー舞曲集/ハインツ・レーグナー(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9415/
◆ベートーヴェン：交響曲第 7 番イ長調／交響曲第 1 番ハ長調/ヘルベルト・ブロムシュテット(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9423/
◆ウィンナワルツ集/オトマール・スウィトナー(192kHz/24bit)
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http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9426/
◆ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」、ブリテン：鎮魂交響曲/ルドルフ・ケンペ(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9429/
◆ストラヴィンスキー：バレエ組曲「プルチネッラ」、ピアノとオーケストラのためのカプリッチョ他/ヘルベルト・ケーゲル
(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9431/
◆ベートーヴェン：弦楽四重奏曲「ラズモフスキー第 1 番」「セリオーソ」/ベルリン弦楽四重奏団(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9437/
◆J.S.バッハ：インヴェンションとシンフォニア BWV.722～801/アマデウス・ウェーバージンケ(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9458/
◆マーラー：交響曲 第 1 番 ニ長調 「巨人」/ヘルベルト・ケーゲル(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9464/
◆モーツァルト：ホルン協奏曲全集/ペーター・ダム(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9479/
◆メンデルスゾーン：無言歌集/レナーテ・ショルラー(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9484/
◆ベートーヴェン：交響曲第 9 番「合唱つき」/ヘルベルト・ブロムシュテット(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9487/
◆グリーグ：ピアノ協奏曲／ウェーバー：ピアノ小協奏曲集/アンネローゼ・シュミット(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9500/
◆ベルリオーズ：幻想交響曲/ヘルベルト・ケーゲル(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9514/
◆ベートーヴェン：三大ピアノ・ソナタ「月光」「悲愴」「熱情」/ペーター・レーゼル(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicc9527/
＜ヒーリング・シリーズ＞
◆Dream～すぐに眠れる/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw48/
◆Love～恋をしたい・愛が欲しいあなたに/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw49/
◆Energy～頑張りすぎのあなたに/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw50/
◆Change～新しい自分に出会うために/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw51/
◆Relax～自律神経を安定させる/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw52/
◆Free～ストレスフリーになる/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw53/
◆Deep～ぐっすり眠れる/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw54/
◆Meditation～自分自身を見つめ直す/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw55/
◆For Baby～マタニティ・育児中のあなたに/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw56/
◆Clear～クリアになる/クリスタリスト麻実(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/kicw57/
【EMI クラシックス】
◆モーツァルト：ホルン協奏曲集/デニス・ブレイン(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/emi1657/
◆エルガー：エニグマ変奏曲 ヴォーン・ウィリアムズ：グリーンスリーヴズの主題による変奏曲 他/サー・エイドリアン・ボール
ト(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/emi1953/
◆ビゼー：アルルの女 第 1 組曲 第 2 組曲 カルメン組曲/アンドレ・クリュイタンス(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/emi2059/
◆ナポリ民謡集/ジュゼッペ・ディ・ステファノ(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/emi6157/
◆ブラームス：ドイツ・レクイエム/オットー・クレンぺラー(96kHz/24bit)
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http://www.e-onkyo.com/music/album/emi6652/
◆ドビュッシー：ベルガマスク組曲／夢／2 つのアラベスク 他/ワルター・ギーゼキング(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/emi7055/
【Unamas】
＜自然音と音楽の融合～サラウンドスケープ・シリーズ＞
◆FOREST/ユキ アリマサ（192kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una1005/
◆Everything for Drums/深水洋（192kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una1006/
◆SO-ZEN/奥田敦也（192kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una2001/
◆SOYOGI/上畑正和（192kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una2002/
◆熊野幻想～Tales of Kumano～/村上史郎（96kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una4001/
◆山河幻想～Surround Scape～/村上史郎（96kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una4002/
◆海竹山竹/奥田敦也（96kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una4003/
◆Southern Island/奥田敦也（96kHz/24bit, 2ch & 5.0ch）
http://www.e-onkyo.com/music/album/una4004/
【ozella music】
◆Bright/Kari Ikonen Trio(192kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/oz049/
【ヴィーナス・レコード】
◆この素晴しき世界/山本剛トリオ(96kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/vhcd1122/
【Studio TLive Records】
◆GH4/God Hands QUARTET(44.1kHz/24bit)
http://www.e-onkyo.com/music/album/bud4918/
【日本コロムビア】
◆ROMANCE WITH ME/SHANTI(96kHz/24bit) ※5/15 より DRM フリーで再配信
http://www.e-onkyo.com/music/album/cokm310153/

■e-onkyo music サービス概要
サービス概要
リニューアル日
リニューアル日時： 2013 年 5 月 15 日（水） 15：00
サイト URL：
URL： http://www.e-onkyo.com/
配信楽曲数：
配信楽曲数： 約 2 万曲
配信フォーマット
配信フォーマット：
フォーマット：
<Stereo 2ch>
・WAV ならびに flac 形式
・DSD 形式（※1）

44.1kHz/24bit、48kHz/24bit、88.2kHz/24bit、96kHz/24bit、176.4kHz/24bit、192kHz/24bit
2.8MHz/1bit、5.6MHｚ/1bit

<Surround 5.1ch> (※２)
・Dolby TrueHD 形式
・WAV ならびに flac 形式

96kHz/24bit、192kHz/24bit
96kHz/24bit、176.4kHz/24bit、192kHz/24bit
※1

DSD 形式は DSF フォーマットで配信しています
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※2

一部 5.0ch の音源があります

■「ハイレゾ」
ハイレゾ」とは
「ハイレゾ」とは CD 規格（44.1kHz/16bit）を遥かに凌ぐ情報量を持つ 96kHz/24bit や 192kHz/24bit のことであり、アーティスト
の細かな息遣いまでつぶさに聴き分けられるほどのリアリティーを持つ音源です。e-onkyo music が提供しているハイレゾ配信
は、そのような高品位な音源を、原音を損なうことなくダウンロードしていただけるもので、アーティストが意図した音により忠実
に、まるで目の前にいるかのようなリアリティーを持ってお楽しみいただけます。より多くのファンが、パソコンなどを利用して手
軽に、かつ最高の音質で、お聴きいただけるようになります。

■ 量子化ビット
量子化ビット数
ビット数、サンプリング周波数
サンプリング周波数について
周波数について
量子化ビット数（ハイレゾでは 24bit）とは、アナログ信号からデジタル信号への変換（A/D 変換）の際に、音声信号の大きさを何
段階の数値で表現するか、を示す値です。この値が高いほど、元の信号に忠実なデータが得られます。24bit は 16bit（パッケー
ジ CD）の 256 倍の分解能となります。 また、96kHz はサンプリング周波数を表すもので、アナログ信号からデジタル信号への
変換(A/D 変換)を 1 秒間に何回行うかを表す数値です。96kHz のサンプリング周波数であれば 1 秒間に 96,000 回アナログ信
号からデジタル信号へ変換を行っていることになり、44.1kHz（パッケージ CD）の 2 倍以上の細かさで、より原音に忠実な音楽視
聴を実現することになります。さらに 192kHz 音源であれば、その倍の細かさとなります。

【会社概要】
会社名： オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社
設立 ： 平成 5 年（1993 年）9 月 1 日
資本金： 3 億 800 万円
代表者： 代表取締役社長 山下 慎介
所在地： 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 12 オンキヨー八重洲ビル 4F
URL ： http://profile.e-onkyo.com/index.htm

【本件に関するお問い合わせ先】
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社
担当： ネットワークサービス部 音楽コンテンツ企画課 田中 幸成
TEL ： 03-3548-1577
FAX ： 03-3548-1579
email： shop@e-onkyo.com
※本リリースで使用している画像はすべてイメージで実際と異なる場合がございます。

