
2017年のハイレゾ⾳源作品の頂点が決定
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オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社（東京本社︓東京都中央区、代表取締役︓宮城 謙⼆）、株式会
社フェイス・ワンダワークス（東京本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓⽊下 由佳）、株式会社グルーヴァーズ ジャパ
ン（東京本社︓東京都港区、代表︓李 正鎬）、株式会社レーベルゲート（本社︓東京都港区、代表取締役︓妹尾
智）、株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス（東京本社︓東京都渋⾕区、代表︓須⽥ 直治）、
オトトイ株式会社（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役︓⽵中 直純）、 株式会社レコチョク（本社︓東京都渋⾕区、
代表取締役社⻑︓加藤 裕⼀）の7社は本⽇、それぞれが運営するハイレゾ⾳源配信サイト「e-onkyo music」、
「GIGA MUSIC」、「groovers」、「mora 〜WALKMAN®公式ミュージックストア〜」、「mysound」、「OTOTOY」、
「レコチョク」（※アルファベット順）による連合企画『ハイレゾ⾳源⼤賞』の2017年ユーザー⼤賞グランプリと、12⽉度⼤賞
作品を発表いたします。

2017年ユーザー⼤賞グランプリは7サイトが1⽉から12⽉にリリースされたハイレゾ⾳源作品の中から1作品ずつ推薦した
洋楽、邦楽、アニソン、クラシックなど、ジャンルレスの合計84作品の中が候補作品となり、12⽉13⽇から25⽇まで投票を
受け付けていました。投票の結果2017年ユーザー⼤賞グランプリは下記3作品が選ばれました。
特設HP:http://hi-res-award.com

報道関係各位
＜ Information＞

◆ハイレゾ⾳源⼤賞 2017年ユーザー⼤賞 グランプリ

【GIGA MUSIC 推薦作品】
タイトル/アーティスト ︓「いっそやみさえうけいれて」 /真空ホロウ
配信開始⽇ ︓2017年5⽉17⽇
レーベル ︓Brand-New Music
配信URL ︓https://goo.gl/cGaQRs

【mora推薦作品】
タイトル/アーティスト ︓「⼤空で抱きしめて」 / 宇多⽥ヒカル
配信開始⽇ ︓2017年7⽉10⽇
レーベル ︓Sony Music Labels Inc.
配信URL ︓https://goo.gl/L5Y7qr

【mora推薦作品】
タイトル/アーティスト ︓「 THE KIDS 」 / Suchmos
配信開始⽇ ︓ 2017年1⽉25⽇
レーベル ︓ SPACE SHOWER MUSIC
配信URL ︓ https://goo.gl/4Kt9F5



また、2017年12⽉度の⼤賞作品は2017年12⽉1⽇〜12⽉31⽇のリリース作品から各ストアが推薦した7作品の中、
⼤賞1作品が選出されました。
12⽉度の推薦作品は「明⽇はどこから / 松たか⼦」 (mora推薦)、 「BB1 / Jazztronik」 (mysound推薦)、「美少

⼥戦⼠セーラームーン 25周年記念 Classic Concert ALBUM / 東京フィルハーモニー交響楽団」 (OTOTOY推薦)、
「逆輸⼊ 〜航空局〜 / 椎名林檎」（レコチョク推薦) 、 「Perfect Angel[Deluxe Edition]  / ミニー・リパートン」
(e-onkyo music 推薦) 、「WHITE / uchuu,」 (GIGA MUSIC推薦)、 「Songs Of Experience(Deluxe 
Edition)  / U2」 (groovers推薦)の7作品。
この推薦作品の中から、セレクターの声優 飯⽥⾥穂⽒が「BB1 / Jazztronik」 (mysound推薦)を12⽉度のハイレゾ

⾳源⼤賞として選出しました

◆2017年12⽉度ハイレゾ⾳源⼤賞

＜2017年12⽉度セレクター 飯⽥⾥穂⽒ コメント＞

Jazztronik「BB1」収録の「De javu」は、ピアノの⾳がすごく綺麗に聴こえてきて、管楽器が何
重奏にもなっていて。ここまで分厚い⾳楽をイヤフォンで聴いたのは初めてな気がしました。 「おっ、
この曲やりたい!」って思いました。

ハイレゾさんと出会ってから、イヤフォンで聴き⽐べしてみたりとか、世界が広がったんですよね。もと
もと、後ろのサウンドのハーモニーとかを聴くのが好きだったんですけど、その世界を広げてくれたという
か。もっと楽しめる、上には上があるんだなっていうのを教えてもらえた⾳楽の聴き⽅だったので、み
んな⾊々聴き⽅はあると思うんですけど、絶対的に⾳楽の幅が広がるのがハイレゾさんだと思いま
す。
⾳楽は普段の⽣活とは切り離せないものだと思うので、是⾮みなさんにはそういう時間をちょっとで
も良くするためにハイレゾさんに触れてみてほしいです。⾃分もこれからもアーティスト活動をやってい
くので、ファンの⽅には良い⾳でお届けしたいと思うので、詳しくなってもらいたいなって思います。

【mysound 推薦作品】
タイトル ︓BB1 (96kHz/24bit)
アーティスト ︓Jazztronik
配信開始⽇ ︓2017年12⽉13⽇（⽔）
レーベル ︓ポニーキャニオン
配信URL ︓http://mysound.jp/hires-album/191186/

＜プロフィール＞
10⽉26⽇⽣まれ。埼⽟県出⾝、Ｂ型、愛称“りっぴー”。
2002年NHK「天才てれびくん」において、てれび戦⼠として4年間レギュラーを務め⼈気を博す。
映画・TV・舞台・CM・ラジオ等徐々に活動の幅を広げ、
2013年にアニメ「ラブライブ︕」星空凛役で声優デビューを飾る。
以降、「レーカン︕」上原佳菜役、「VENUSPROJECT -CLIMAX-」流華・ソバガスキー役、
ウルトラ怪獣擬⼈化計画「怪獣娘」アギラ役、
「エルドライブ【élDLIVE】」ベロニカ役、「URAHARA」さゆみん役など多数出演。
2015年7⽉にはアルバム「rippi-rippi」でソロデビューし、その後2枚のシングルをリリース。
2016年8/17に発売した2ndアルバム「rippi-holic」はオリコンデイリーランキング1位（8/16付）、
オリコンウィークリーランキングでも4位（8/29付）を記録。
ＴＶ・ラジオ・ライブなど、多⽅⾯で活動中の声優アーティスト。



◆2017年12⽉度ハイレゾ⾳源⼤賞 候補作品

【mora 推薦作品】
タイトル ︓明⽇はどこから(96kHz/24bit)
アーティスト ︓松たか⼦
配信開始⽇ ︓2017年12⽉6⽇（⽔）
レーベル ︓Sony Music Labels Inc.
配信URL :http://mora.jp/package/43000001/4547366340167/?cpid=hiresaward

【mysound 推薦作品】
タイトル ︓BB1 (96kHz/24bit)
アーティスト ︓Jazztronik
配信開始⽇ ︓2017年12⽉13⽇（⽔）
レーベル ︓ポニーキャニオン
配信URL ︓http://mysound.jp/hires-album/191186/

【OTOTOY 推薦作品】
タイトル ︓美少⼥戦⼠セーラームーン 25周年記念 Classic Concert ALBUM (96kHz/24bit)
アーティスト ︓東京フィルハーモニー交響楽団
配信開始⽇ ︓2017年12⽉6⽇（⽔）
レーベル ︓KING RECORDS
配信URL ︓https://ototoy.jp/feature/2017121101

【レコチョク 推薦作品】
タイトル ︓逆輸⼊ 〜航空局〜 (96kHz/24bit)
アーティスト ︓椎名林檎
配信開始⽇ ︓2017年12⽉6⽇（⽔）
レーベル ︓Universal Music LLC
配信URL ︓http://recochoku.jp/album/A1009069045/

【e-onkyo ｍusic 推薦作品】
タイトル ︓Perfect Angel[Deluxe Edition] (96kHz/24bit)
アーティスト ︓ミニー・リパートン
配信開始⽇ ︓2017年12⽉1⽇（⾦）
レーベル ︓Universal Music LLC
配信URL ︓http://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602567101529/

【GIGA MUSIC推薦作品】
タイトル ︓WHITE (96kHz/24bit)
アーティスト ︓uchuu,
配信開始⽇ ︓2017年12⽉6⽇（⽔）
レーベル ︓SPACE SHOWER MUSIC
配信URL︓http://www.giga.co.jp/jsp/package/index.jsp?uid=NULLGWDOCOMO&pkid=1968318A24EFF7A3AF96586DBF2C6253

【groovers推薦作品】
タイトル ︓Songs Of Experience(Deluxe Edition) (96kHz/24bit)
アーティスト ︓U2
配信開始⽇ ︓2017年12⽉1⽇（⾦）
レーベル ︓Universal Music LLC
配信URL ︓http://www.groovers.co.jp/mqs/album/detail/LOT6wua



＜ハイレゾ⾳源⼤賞とは＞
ハイレゾ⾳源をより多くの⽅に聴いていただくことを⽬的に、ハイレゾ⾳源配信4サイト「e-onkyo music」「mora 〜
WALKMAN®公式ミュージックストア〜」「OTOTOY」「VICTOR STUDIO HD-Music.」（※アルファベット順）の連合企画と
してスタートいたしました。2017年1⽉に「レコチョク」、2017年4⽉に「groovers」、5⽉に「mysound」、8⽉には「GIGA 
MUSIC」が加わり、7社の配信サイトによる連合企画となりました。毎⽉各サイトがその⽉にリリースされるハイレゾ⾳源の中から1作
品を推薦し、⽉替りのセレクターが7作品の中から最も印象的な作品を選出いたします。セレクターには、アーティスト・ライター・メディ
ア関係者・芸能⼈・ラジオDJなど、⾳楽に携わる著名⼈を迎え、その⽉のセレクターによって変わる幅広いジャンルをお楽しみいただ
けます。

＜過去の⼤賞受賞作＞
2016年9⽉度 「ArtScience / Robert Glasper Experiment」selected by 坂本⿓⼀
2016年10⽉度 「Neo Yankeesʼ Holiday / Fishmans」selected by ⼤⼭卓也(ナタリー前編集⻑)
2016年11⽉度 「ハンドルを放す前に / OGRE YOU ASSHOLE」selected by ⼩野島⼤
2016年12⽉度 「Coincidence / アントワーヌ・ボワイエール、サミュエリート」selected by ⼩倉智昭
2016年グランプリ 「I Still Do / Eric Clapton」selected by ⼩倉智昭
2017年1⽉度 「Live at Art dʻLugoffʼs Top of the Gate / Bill Evans 」selected by いとうせいこう
2017年2⽉度 「シンドローム / ⻤束ちひろ」selected by のん
2017年3⽉度 「HIT / 三浦⼤知」selected by 吉⽥尚記
2017年4⽉度 「MY ROOM side1 / Hiroko Williams」selected by 内⽥ 彩
2017年5⽉度 「A Tribute To Art Blakey And The Jazz  Messengers /トニー・アレン」selected by Gotch
2017年6⽉度 「何度でも新しく⽣まれる / MONDO GROSSO」selected by DJやついいちろう（エレキコミック）
2017年7⽉度 「アーキテクト・ジョビン / 伊藤ゴロー アンサンブル」selected by CINRA.NET 編集⻑ 柏井万作
2017年8⽉度 「LIVE AUGUST /ローザ・ルクセンブルグ」selected by BiSHアイナ・ジ・エンド
2017年9⽉度 「初⾳ミク Sings “⼿塚治⾍と冨⽥勲の⾳楽を⽣演奏で”/佐藤允彦 meets 初⾳ミクと歌う仲間

たち(w/重⾳テト)」selected by⽮野沙織
2017年10⽉度 「夜のつづき/⼋代亜紀」selected by 森久保祥太郎
2017年11⽉度 「オリジナル・サウンドトラック「機動戦⼠ガンダム サンダーボルト」2/菊地成孔」

selected by グランジ遠⼭



協賛︓エニーミュージック株式会社

＜ハイレゾ⾳源とは＞
「ハイレゾ⾳源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ⾼⾳質⾳源。
従来の圧縮⾳源では⼗分に伝えきれなかった楽器や声の⽣々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れ
ることで、⾳楽をより感動的に体感することが可能です。

※ WALKMAN®、ウォークマン®、およびそのロゴは、ソニー株式会社の⽇本国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です。
※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


