
全ての人に、ハイレゾ体験を。

NePLAYER
NePLAYER Lite

iPhone・android 用

日本オーディオ協会「ハイレゾ」対応認定アプリ
一般社団法人

※2

※1App Store 音楽カテゴリー初登場第   位1

ハイレゾ再生アプリ

NePLAYER(有料版)
のダウンロードはこちら

NePLAYER Lite無料版(APP内課金あり)
のダウンロードはこちら

ハイレゾ音源のダウンロードはこちら

Zinger tourの会場で「NePLAYER」もしくは「NePLAYER Lite」をインストールしてアプリアイコンをZinger tour ライブの当日スタッフまでお
見せください。アプリをインスールしていただいた方に5/2発売のミニアルバム ～Zinger(ジンジャー)～から厳選したハイレゾ音源&16bit音源(通
常音源)をダウンロードできるスペシャルクーポンをプレゼントいたします!

アプリインストールでハイレゾ音源&16bit音源プレゼント!

※2 日本オーディオ協会が商標権を所有し同協会が定める定義を満たす商品にのみハイレゾロ
ゴ使用が認められます。NePLAYERはアプリケーション・ソフトウェア分野でハイレゾロゴ取
得した世界初のアプリケーションです。

本チラシに掲載されている社名及び商品名は、各社の商標、または登録商標です。

音源のダウンロードは e-onkyo music. からとなります。e-onkyo music. のご利用には会員登録 (無料 ) が必要です。音源のダウンロードはアルバム発売日以降となります。
クーポンのプレゼントはお一人様 1回限りとさせていただきます。

※1 2015 年 4月リリース時、App store 音楽カテゴリにてランキング 1位を獲得しました。

NePLAYER・NePLAYER Lite は、iPhone・スマートフォンでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリです。高価なハイレゾ
対応の音楽プレイヤーが無くても、あなたのスマートフォンが高性能なミュージックプレイヤーになります。さらに、ただ聴くだけじゃ
ないハイレゾを楽しむ機能が盛りだくさん。NePLAYER・NePLAYER Lite であなたのお気に入りの音楽をお楽しみください。

http://www.radius.co.jp

製品の最新情報はホームページをご覧ください

ラディウス

iOS Android 1. ハイレゾを目で見て実感

iOS3. 自分好みの音にカスタマイズ

iOS Android2. ハイレゾ音源を簡単管理

iOS4. 今ある曲をもっと高音質に

従来のミュージックアプリは、ハイレゾ音源と通常
の音源がひとくくりに表示され、どれがハイレゾ
音源か区別が難しい状態でした。NePLAYER
は、フォーマット、サンプリングレート順に並び
かえたり、ハイレゾ音源を素早く見つけて再生す
ることができます。

ハイレゾ再生をするためには、音源データがハイレ
ゾであることと合わせて、デジタルデータをアナロ
グの音に変換するDACがハイレゾ音源の出力に対
応している必要があります。NePLAYERは、楽曲本
来のサンプリングレートと、使用中のDACへ出力さ
れるサンプリングレートの両方をビジュアライザー
で表示することで、本来の音源が再現されているか、
またDACの性能が十分に発揮されているかを一目
で確認することができます。

手軽に自分の好みや、曲のジャンルによって音質を
変えたい人には、選ぶだけの簡単操作「プリセットイ
コライザー」、音を細かく設定したい人には、「グラ
フィックイコライザー」、より直感的に自分の好みの
音質を追求したい人には「スプラインイコライ
ザー」。
NePLAYERは3つのイコライザーを搭載し、お好
みに合わせて、簡単に、細かく音をカスタマイズす
ることが可能です。

非ハイレゾ音源もNePLAYERならアップサンプリング機能でより高音質で出力できます。音源のサン
プリング周波数をDACのスペックに合わせて細かい調整を行い出力することが可能です。iPhone
単体では最大48kHzで出力することが可能です。
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● アップサンプリング機能OFF時 ● アップサンプリング機能ON時

アップサンプリング機能をOFFにしている場合、DACが96kHzに
対応していても、読み込まれた音源の仕様が出力の最大値となりま
す(この場合は44.1kHz)。

アップサンプリング機能をONにすると、接続したDACの仕様が96kHz
まで対応の場合、最大で96kHzまでアップサンプリングして出力します。
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使用中のDAC型番
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　　　　　　　　　　　　　　JiLL-Decoy association ( 通称：ジルデコ ) の chihiRo (vo.)           
                                          &kubota (g) からなる [ ジルデコ DUO ]。ジルデコ は2002
                                          年結成。ジャズ /ポップス /ロックをベースにしたオリジナリ
                                          ティあふれる楽曲は、高い演奏力によりライブ毎に進化してい
                                          き、その楽曲を彩る愛に満ちあふれた歌が多くのファンを魅了
                                          している。2013 年にはオリジナル・フルアルバム『ジルデコ
５』が「第 55回日本レコード大賞」の＜優秀アルバム賞＞を受賞。2006 年のデビューから
オリジナル～ジャズのアルバムまで幅広いジャンルの音源をコンスタントにリリースしリス
ナーを楽しませている。また Billboard Live等全国各地のツアーライブも開催し live バンドと
しても評価が高い。2015 年より [ ジルデコDUO] としても LIVE 活動を開始。5月には [ ジ
ルデコ DUO] として初のコラボレーション企画アルバム「Zinger」をリリースし全国リリース
ツアーを開催。

Zinger tour 情報

1. それも悪くない feat. 吉田沙良（ものんくる）
2.  26 の私 feat. 澤田かおり　
3.  S-Trip
4.  Now is the time ！ feat. ミズノマリ（paris match）
5.  I say,（DUO ver.）
6.  おちちとバラード

収録曲JiLL-Decoy association mini ALBUM

2,200 円 + 税 / DCGRM-1601
decogram records

※各公演の詳細はホームページをご覧ください

JiLL-Decoy DUO～Zinger( ジンジャー )～

2018 年 5 月 2 日 全国発売
※3 月 18 日よりライブ会場にて先行販売

遂に新曲書き下ろし５曲＋「I say,」セルフカバーを含む全６曲収録の初のミニアルバムが完成。
ジルデコ 史上最高のギター＆ヴォーカル・サウンドでありながら、その表現の幅によってとてもカラフルな作品。
「Ginger（生姜）」と「Zine ( 小冊子 ) 」を組み合わせた「Zinger」のタイトル通り、さまざまな女心を綴り、また女子トークのように展開する。ピリ
リと効いて人の心と体を温める 6つの詩集のようなアルバム。
コラボレーションアーティストとして吉田沙良（ものんくる）、ミズノマリ（paris match）、澤田かおり、と３人の豪華アーティストが参加。

3/18( 日 )：[ 柏 ]Cafe Line

3/21( 水 )：[ 札幌 ]Brooklyn Parlor

3/24( 土 )：[ 浜松 ] ハァーミットドルフィン

3/25( 日 )：[ 静岡 ]LIVINGROOM

3/31( 土 )：[ 大分 ]CANTALOOP2

4/1( 日 )  ：[ 福岡 ]brick

4/13( 金 )：[ 大阪 ] グイットーネ

4/14( 土 )：[ 広島 ]Cafe & Jazz Speak Low

4/15( 日 ) : [ 島根 ] ニューウェルシティ出雲

4/20( 金 )：[ 谷津 ] エルコラソン

4/22( 日 )：[ 名古屋 ]Cafe Lilla

4/28( 土 )：[ 仙台 ]Cafe Mozart Atelier

4/29( 日 )：[ 前橋 ] 夢スタジオ studio10

4/30( 月 )：[ 金沢 ] もっきりや

5/10( 木 )：[ 渋谷 ]JZ Brat

ジルデコDUO Profile

Release 情報

[HP] http://www.jilldecoy.com     [BLOG] https://ameblo.jp/jill-decoy/     [Facebook] https://www.facebook.com/jilldeco/

JiLL-Decoy association


