
2014 年 9 月 10 日 

《インフォメーション》 

株式会社レーベルゲート 
 

 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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、＜4AD＞、＜Matador＞、＜Rough 

Trade＞、＜XL＞、＜Young Turks＞を擁する世界最大の独立系レコード会社であるベガーズ・グループ

が世界最高峰の質を誇るカタログより、「コクトー・ツインズ」、「バウハウス」、「ザ・シャーラタンズ」など往

年のバンドの名盤から「ザ・ナショナル」など現在のシーンを牽引するバンドの最新作までの、国内初解

禁となる「ハイレゾリューション・オーディオ（以下、ハイレゾ）音源」を、本日 9 月 10 日より「mora」独占で

配信開始いたしました。 

 

名門＜4AD＞を代表するバンド「コクトー・ツインズ」、ゴシック・ロックの元祖の「バウハウス」、全英 1

位に 3 度輝いたロック・バンド「ザ・シャーラタンズ」をはじめ、ロック史における重要なムーブメントを象徴

するアーティストの作品や、現代のUSインディー・シーンで新たな潮流を作り出している「ザ・ナショナル」

の最新作等、独自のカラーを確立するベガーズ・グループのサウンドを、是非高音質でお楽しみくださ

い。 

 

 
 

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 2,700 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】  

■Cocteau Twins『Blue Bell Knoll』（全 10 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410円（税込）／2,600円（税込） 

国内初解禁！ 

名門＜4AD＞等を擁するベガーズ・グループの 

往年のロック名盤＆最新作ハイレゾ音源を 

「mora」で独占配信！！ 



 

プリンス、マドンナ、アニー・レノックス等様々なアーティストに影響を与えたコクトー・ツインズの5th

アルバム（1988年作品）。本作はピッチフォークの80年代ベスト・アルバムで81位、NMEの年間ベス

ト33位を獲得する等高い評価を獲得している。美しく華やかなポップ・サウンドが一つの頂点に達し

た名盤！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/652637341935_F/ 

 

■Cocteau Twins『Heaven Or Las Vegas』（全 10 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

コクトー・ツインズの6thアルバム（1990年作品）。本作はUKチャートで7位を獲得。バンド史上最も成

功した作品となった。NME、ピッチフォークの90年代ベスト・アルバムではそれぞれ28位、90位を獲

得する等高い評価を獲得している。コクトー・ツインズの最高傑作として名高い名盤！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/4582214506647_F/ 

 

■Bauhaus『Singles (Remastered)』（全 20 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

現在のシーンにもさまざまな形で影響を与え続けているゴシック・ロックのオリジネイター、バウハウ

スのシングル集(1983年作品）！T・レックス、デヴィッド・ボウイのカバー曲も収録。 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/607618212742_F/ 

 

■Peter Murphy『Should The World Fail To Fall Apart (Expanded Edition)』（全 24 曲） 

    コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／3,000 円（税込） 

 

バウハウスのフロントマンの記念すべきソロ・デビュー作（1986年作品）！よりポップなサウンドへと

変化を遂げた。80年代の英国を代表するギタリスト、ジョン・マクガフ（マガジン他）、元バウハウスの

ダニエル・アッシュがゲスト参加。 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/607618206949_F/ 

 

■Peter Murphy『Love Hysteria (Expanded Edition)』（全 11 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

バウハウスのフロントマンのセカンド・ソロ・アルバム(1988年作品）！イギー・ポップとデヴィッド・ボ

ウイによる楽曲「Funtime」のカバーを収録。 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/607618209643_F/ 
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■The Charlatans『Between 10th and 11th』（全 10 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

全英No. 1に3度輝いた不屈UKロックバンド、ザ・シャーラタンズのセカンド・アルバム（1991年作

品）！シングル「Weirdo」は全米オルタナティブ・ソング・チャートで1位を獲得しバンド史上最大のヒッ

トとなった。 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/607618003722_F/ 

 

■Freeez『Gonna Get You (Expanded Edition)』（全 22 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／3,000 円（税込） 

 

81年に結成されたロンドンのダンス・ミュージック・グループのセカンド・アルバムにしてダンス／ディ

スコの名盤(1983年作品）！全英シングル・チャート2位を獲得した大ヒット・シングル「I.O.U.」収録！

本作はボーナス・トラックを13曲収録した豪華版！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/607618208745_F/ 

 

■The National『Trouble Will Find Me』（全 13 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

第56回グラミー賞「最優秀オルタナティヴ・ミュージック・アルバム」ノミネート！ブルックリンのロック・

バンド、ザ・ナショナルの全米／全英3位を記録した傑作6thアルバム（2013年作品）！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/4582214509488_F/ 

 

■SOHN『Tremors』（全 11 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

アルバム・デビュー前にも関わらずラナ・デル・レイ、ディスクロージャー等、人気アーティストからの

リミックス依頼が殺到した＜4AD＞の大型新人、ソンのデビュー作 (2014年作品）！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/4582214510675_F/ 

 

■The Horrors『Luminous』（全 10 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

サマーソニック2014のライヴも大好評だったUKカリスマ・ロック・バンドの4thアルバム (2014年作

品）！ 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/4582214510699_F/ 
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■Parquet Courts『Sunbathing Animal』（全 13 曲） 

コンテンツ仕様 ： FLAC              96kHz／24bit 

販売価格      ： 単曲／まとめて購入   410 円（税込）／2,600 円（税込） 

 

フジロックフェスティバル '14に出演した4人組ガレージ・パンク・バンドのセカンド・アルバム(2014年

作品）！ピッチフォークで8.6点／ベスト・ニュー・ミュージックを獲得する等称賛を浴びている。 

 

   ※作品ページはこちら：http://mora.jp/package/43000040/4582214510989_F/ 

 

【「mora」Hostess ハイレゾ特集ページ】     http://blog.mora.jp/2014/09/10/hostess.html 

【Hostess ハイレゾ特集ページ】         http://hostess.co.jp/news/2014/09/004662.html 

【ベガーズ・グループ日本公式サイト】     http://hostess.co.jp/beggars/ 

【ホステス・エンタテインメント公式サイト】   http://hostess.co.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 

尾崎豊、DREAMS COME TRUE、小室哲哉、宇多田ヒカル、Michael Jackson、Pharrell Williams、 

Led Zeppelin、Linkin Park、Nirvana 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 

   ゴスペラーズ、Tony Bennett & Lady Gaga など注目のタイトル他、話題作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。 

 

以 上 
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