
 2016年6月29日
 ラディウス株式会社

報道関係者各位
プレスリリース

ハイレゾ試聴曲で高音質を体感
NePLAYERでハイレゾをすぐに試せる！
～ iOS 版 NePLAYER・NePLAYER Lite、android 版も対応～

ラディウス株式会社 ( 本社：東京都中央区、代表取締役：香田 進 ) は、ハイレゾ音源の試聴曲をダウンロー
ド可能なNePLAYER のアップデートを 2016 年 6月 29 日から公開致しました。

製品URL
http://www.radius.co.jp/app/neplayer/
http://www.radius.co.jp/app/neplayer-lite/

■ ハイレゾ再生アプリの決定版 ～ NePLAYER の特長～

(1) ラディウスオリジナルのハイレゾ試聴曲がダウンロードできる
ハイレゾの音の違いを体感して頂ける、ラディウスオリジナルのハイレゾ音源をご用意致しました。ビク
タースタジオで特別に録音した音源は他では手に入れる事ができないスペシャルな音源です。
試聴曲はお持ちのNePLAYER、NePLAYER Lite の機能で再生できるフォーマットをダウンロードして頂く
事ができます。

(2)iOS 版では 5つのフォーマット、android 版では 3つのフォーマットで聴き比べ
iOS 版では AAC(CD 音質 )、ハイレゾ音源 (FLAC:24bit/48kHz)、ハイレゾ音源 (FLAC:24bit/192kHz)、ハイ
レゾ音源 (FLAC:24bit/384kHz)、DSD 音源 (FLAC:1bit/5.6MHz) をご用意しました。android 版では AAC(CD
音質 )、ハイレゾ音源 (FLAC:24bit/48kHz)、ハイレゾ音源 (FLAC:24bit/192kHz) をダウンロードして聴き比
べをして頂く事が出来ます。

(3) 試聴曲は今後も追加予定
第一弾の試聴曲は「When my prince will come」。自然派サックス奏者、作曲家である苫米地義久さんとピア
ニスト&ヴォーカリスト、作編曲家として活動されている石塚まみさんに演奏して頂きました。レコーディングエ
ンジニアは数々の名曲の録音に携わり、今なおレコーディング界の第一線で活躍されている高田英男さんに特別
のご協力頂きハイレゾならではの音を曲をレコーディングして頂きました。NePLAYER では今後も試聴曲の追加
も予定しております。NePLAYER とラディウスのハイレゾ対応オーディオ製品でハイレゾの高音質を是非
体感してみてください。

■製品仕様

［NePLAYER for iOS］
［NePLAYER Lite for iOS］
価　　格　　　　：NePLAYER for iOS：￥1,800( 税込み )
　　　　　　　　：NePLAYER Lite for iOS：無料 (APP 内課金あり )
対応機器　　　　：iPhone SE
　　　　　　　　　 iPhone 6S Plus、iPhone 6S
                                       iPhone 6 Plus、iPhone 6
　　　　　　　　　iPhone 5S、iPhone 5C、iPhone 5
　　　　　　　　　iPod touch 5th、iPod touch 6th
　　　　　　　　　iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、
　　　　　　　　　iPad Air 2、iPad Air、iPad Pro
対応 OS　　　  　：iOS7.0 以降
言　　語　　　　：日本語、英語、中国語 ( 簡体・繁体 )
対応フォーマット：DSD(.dff.dsf) (1bit/ ～ 11.2MHz) 、ALAC( ～ 32bit/ ～ 384kHz)
　　　　　　　　　FLAC( ～ 32bit/ ～ 384kHz)、WAV( ～ 32bit/ ～ 384kHz)
　　　　　　　　　MP3 / AAC / HE-AAC /( ～ 24bit/ ～ 192kHz)
ネットワーク　　：UPnP 対応
※NePLAYER Lite でのハイレゾ音源再生には別途アプリ内課金か対応製品が必要です。
※ネットワーク再生はNePLAYER( 有料版 ) だけの機能です。

［NePLAYER for Android］
価　　格　　　　：￥1,800( 税込み )
対応機器　　　　：USB AUDIO 出力に対応したスマートフォン
　　　　　　　　　ハイレゾ音源再生に対応したスマートフォン
対応OS　　　　   ：Android4.1 以降 (Android4.4 以降推奨 )
言　　語　　　　：日本語、英語、中国語 ( 簡体・繁体 )
対応フォーマット：FLAC( ～ 24bit/192kHz)・WAV( ～ 24bit/192kHz)・WMA( ～ 16bit/44.1kHz)
                                       MP3/AAC/HE-AAC/OggVorbis( ～ 16bit/48kHz)

(※) ハイレゾ音源とは
CD以上の情報量を持つ音源データです。ステジオで録音された音楽は CDに記録をするために一部のデー
タをカットして記録されています。ハイレゾ音源は録音したデータをカットせずにそのまま記録している
ため、スタジオの雰囲気やアーティストの息づかいまでもが体感できます。

■会社概要
商号　　： ラディウス株式会社
所在地　： 〒104-0061　東京都中央区銀座 5-15-8 時事通信ビル 11F
代表者　： 代表取締役　香田 進
設立　　： 1996 年 3 月
事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売
　　　　　 携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売
　　　　　 記録用 Blu-ray ディスク・記録用DVDメディア開発／販売
　　　　　 コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び
　　　　　 周辺機器の研究及び開発／販売
資本金　： 9,000 万円
URL　　 ： http://www.radius.co.jp/

＊記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

■製品画像

試聴用ハイレゾ音源

32.4MB

17.1MB

117.9MB

235.1MB

248.5MB

比較用音源(AAC:CD音質) 

ハイレゾ音源(FLAC 24bit/48kHz) 

ハイレゾ音源(FLAC 24bit/192kHz) 

ハイレゾ音源(FLAC 24bit/384kHz) 

ハイレゾ音源(DSD 1bit/5.6MHz) 

「When my prince will come」
苫米地義久 & 石塚まみ

名曲をサックスとピアノでゆったりとした曲に仕上げ
て頂きました。スタジオで録音した時の生の質感を
ハイレゾ音源でお楽しみください。
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