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《インフォメーション》 
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株式会社レーベルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：今野 敏博）は、運営する音楽ダウンロード

サービス「mora ～WALKMAN®公式ミュージックストア～」において、大人気女性声優 4 人（寿美菜子、高垣

彩陽、戸松遥、豊崎愛生）からなるガールズユニット「スフィア」の、デビューから現在までにリリースされた

全楽曲の「ハイレゾリューション・オーディオ（以下、ハイレゾ）音源」（96kHz/24bit）の独占先行配信を、2014

年 8月 20日（水）より開始致します。只今「mora」では、配信日に直接ご購入頂ける URL をメールでお知ら

せする、‘ハイレゾ音源配信予約メール’を受付け中です。 

 

ユニット結成 5 周年となる今年、日本武道館にて 2日間のワンマンライブを開催する他、人気 TV アニメ

のタイアップシングルや 4 枚目のオリジナルアルバムをリリースするなど、すでに前半から絶好調の「スフィ

ア」。このたび、5周年を記念し、2009年リリースの『Future Stream』から最新アルバム『4 colors for you』 

までのシングル・アルバム全タイトルを、ハイレゾ配信することとなりました。 

現在は、全国ツアー「LAWSON presents ～Sphere's eternal live tour 2014～」の真っ最中。来年発売が

予定されているベストアルバムの楽曲投票企画も行われており、こちらも要注目です。 

 

メモリアルイヤーに、「スフィア」の作品を是非高音質でお楽しみください。 

 

 

 

なお、「mora」では今後もランティスのハイレゾ音源の配信を予定しておりますので、乞うご期待。 

人気声優 寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生の 

4人からなるガールズユニット“スフィア”の全楽曲が 

「mora」にて独占先行ハイレゾ配信決定！！ 

只今‘ハイレゾ予約メール’受付け中！ 



レーベルゲートは、「いい音楽をいい音質で聴きたい」というお客様の高音質志向にお応えし、「mora」で

の「ハイレゾ音源」の音楽ダウンロードサービスを約 600 タイトルからスタート、現在では約 2,800 タイトルを

ラインアップしております。今後も配信タイトルを続々と追加し、音楽ファンの皆様に今まで以上に選ぶ楽し

みや聴く楽しみを提供してまいります。 

 

 

記 

 

【ハイレゾ音源配信タイトル】  

●配信予定日 

   2014年8月20日（水） 

 

●作品名／収録曲 

Single

1st Single「Future Stream」 

■Future Stream 

■Treasures!! 

 

2nd Single「Super Noisy Nova」 

■Super Noisy Nova 

■Dangerous girls 

 

3rd Single「風をあつめて/Brave my heart」 

■風をあつめて 

■Brave my heart 

 

4th Single「REALOVE:REALIFE」 

■REALOVE:REALIFE 

■手のひらに夢 

 

5th Single「Now loading...SKY!!」 

■Now loading...SKY!! 

■かってな成長期 

 

6th Single「MOON SIGNAL」 

■MOON SIGNAL 

■クライマックスホイッスル 

7th Single「Hazy」 

■Hazy 

■Neo Eden 

 

8th Single「LET・ME・DO!!」 

■LET・ME・DO!!  

■Feathering me, Y/N? 

 

9th Single「HIGH POWERED」 

■HIGH POWERED 

■Hello, my love 

 

10th Single「Non stop road / 明日への帰り道」 

■Non stop road 

■明日への帰り道 

 

11th Single「Pride on Everyday」 

■Pride on Everyday 

■ワタシ♪NOTE と＃ペンシル 

 

12th Single「GENESIS ARIA」 

■GENESIS ARIA 

■タイムマシン 



13th Single「Sticking Places」 

■Sticking Places 

■輪郭の無い未来へと 

 

14th Single「Eternal Tours」【Type A】 

■Eternal Tours 

■Sincerely 

 

14th Single「Eternal Tours」【Type B】 

■Eternal Tours 

■Sincerely 

 

14th Single「Eternal Tours」【Type C】 

■Eternal Tours 

■Sincerely 

 

14th Single「Eternal Tours」【Type D】 

■Eternal Tours 

■Sincerely 

 

15th Single「微かな密かな確かなミライ」 

■微かな密かな確かなミライ 

■synchronicity 

 

Album 

1st Album「A.T.M.O.S.P.H.E.R.E」 

■Future Stream 

■本当だから困るんだ 

■PRINCESS CODE 

■Treasures!! 

■君の空が晴れるまで 

■らくがきDictionary 

■Dangerous girls 

■Dream sign 

■Super Noisy Nova 

■Joyful×Joyful 

■サヨナラSEE YOU 

■A.T.M.O.S.P.H.E.R.E 

 

2nd Album「Spring is here」 

■Spring is here 

■Now loading...SKY!!  

■キミが太陽 

■REALOVE:REALIFE  

■Congratulations!! 

■手のひらに夢 

■風をあつめて  

■かってな成長期 

■MOON SIGNAL  

■By MY PACE!! 

■Brave my heart 

■クライマックスホイッスル 

■夢奏レコード 

■虹を駆ける旋律(ルビ：メロディ) 

3rd Album「Third Planet」 

■LET・ME・DO!! 

■Hazy 

■Planet Freedom 

■Hello, my love 

■Non stop road 

■Stop Motion  

■Neo Eden 

■HIGH POWERED 

■Feathering me, Y/N? 

■虹色の約束 

■明日への帰り道 

■GO AHEAD!! 

 

4th Album「4 colors for you」 

■Eternal Tours 

■Sticking Places 

■STAR'S ELEMENT 

■GENESIS ARIA 

■輪郭の無い未来へと 

■タイムマシン 

■synchronicity 

■Jolly Dolly's Music!!! 

■ワタシ♪NOTEと#ペンシル 

■微かな密かな確かなミライ 

■Ding! Dong! Ding! Dong! 

■Pride on Everyday 

■NEVER ENDING PARTY!!!! 

 

 

●コンテンツ仕様 

FLAC        96kHz/24bit 

 



●販売価格 

  単曲購入                                  各432円（税込） 

まとめて購入    Single                      各864円（税込） 

Album   「A.T.M.O.S.P.H.E.R.E」   5,184円（税込） 

        「Spring is here」        6,048円（税込） 

「Third Planet」          5,184円（税込） 

「4 colors for you」      5,616円（税込） 

   

●ハイレゾ音源配信予約メール受付ページ 

https://form.mora.jp/a.p/326/ 

 

●レーベルおよびアーティスト公式 WEBサイト 

・ランティスオフィシャルサイト http://www.lantis.jp 

・スフィアオフィシャルサイト   http://www.planet-sphere.jp 

 

 

《ハイレゾ インフォメーション》 

 

「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。 

「ハイレゾ音源」のもつ高ビット数を通じ、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、レコーディング現場の空気感やライブの臨場感などのディティールに触れることで、より

感動的に体感することが可能に。 

「mora」ではハイレゾ音源のダウンロードサービスをスタート以降、ハイレゾ音源アルバムが総合 

チャートで 1位を獲得するなど、ハイレゾ音源に対する人気が日々高まっている。 

 

●配信商品 

オーディオ    ： アルバムまとめ売り/単曲売り 

コンテンツ仕様 ： ＦＬＡＣ 

（44.1kHz～192 kHz /24bit。可逆圧縮に加え、圧縮工程を経ない仕様も採用） 

 

●「mora」ハイレゾページ 

Kalafina、ClariS、坂本 真綾、See-Saw、FictionJunction、『アナと雪の女王』オリジナル・サウンドトラ

ック、宇多田ヒカル、JUJU、Linkin Park、Pharrell Williams、Led Zeppelin、他幅広いジャンルのハイレ

ゾ音源を配信中！ 

http://mora.jp/index_hires?cpid=info 

 

●ハイレゾランキング 

http://mora.jp/ranking?term=lrank24&genre=hires?cpid=info 

 

●ハイレゾ配信予告ページ 

   注目のアニソンハイレゾタイトル他、話題の新譜などの配信予定をご紹介しております。 

  http://blog.mora.jp/release-info/#contentslist_hires 

 
※ 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。 
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