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「4K」＆「ハイレゾ」で感じる、新次元の美しい L’Arc～en～Ciel 
Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」リリース & 新曲「EVERLASTING」+アルバム全 12 タイトル ハイレゾ配信記念 

スペシャルプログラム 開催  

開催期間：10 月 10 日（金）～11 月 2 日（日）  開催場所：東京・銀座 ソニービル 8 階 OPUS および 1 階〜4 階のソニーショールーム ※入場無料 

ソニー株式会社（本社：東京都港区、代表執行役 社長 兼 CEO 平井一夫）および株式会社ソニー・ミ 

ュージックレーベルズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：村松俊亮）は、2014 年 3 月に国立競技場で行

われたライヴ「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」の Blu-ray / DVD 発売、そして、新曲

「EVERLASTING」とこれまでにリリースされたアルバム全 12 タイトルのハイレゾリューション・オーディオ（以

下、ハイレゾ）音源*1 配信を記念して、『「4K」＆「ハイレゾ」で感じる、新次元の美しい L’Arc～en～Ciel』を、 

10 月 10 日（金）～11 月 2 日（日）の期間、東京・銀座 ソニービル にて開催いたします。 

本イベントでは、L’Arc～en～Cielの最新 4K映像*2やハイレゾ音源を、200インチの大型スクリーンと

スピーカーの最上位機種であるリファレンスモデル“R シリーズ”「SS-AR1」2 台とマルチチャンネルイン

テグレートアンプ「TA-DA5800ES」、4K 対応液晶テレビ ブラビア TMや最新ハイレゾ対応商品でお楽しみいただけます。 

8 階 OPUS では、音源は全てハイレゾ音源で再生されるほか、国立競技場ライヴ史上最多となる 2Days16 万人を動員した伝説の公演を、

CineAlta（シネアルタ）4K カメラ「PMW-F55」などソニーの 4K カメラを合計 20 台以上使用して、ライヴ史上最大規模で撮影された 4K ダイジェ

スト映像をご覧いただけます。それ以外にも、11 月 12 日（水）発売 Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」のトレーラ

ー映像や Music Video の上映など、L’Arc～en～Ciel の魅力が凝縮されたプログラムをご用意致しました。迫力の大画面と原音に迫る音質

の音楽によって、実際に目の前でライヴが行われているような臨場感をご体感ください。 

1 階/2 階/4 階「ソニーショールーム」では、L’Arc～en～Ciel を含む様々なアーティストの楽曲を、ソニーのハイレゾ対応の最新商品、スマ

ートフォン XperiaTM Z3 および Xperia Z3 Tablet Compact と、ウォークマン® 新 A シリーズなどを使用し、ハイレゾ音源でお楽しみいただける

スペースを設けております。L’Arc～en～Ciel の楽曲は、新曲「EVERLASTING」をはじめ、「HONEY」や、「Driver’s High」といったライヴでも

盛り上がるエネルギッシュなナンバーなど、厳選された 5 曲をハイレゾ音源でお楽しみいただけます。 

更に、3 階の 4K 体験コーナーでは、8 階 OPUS で上映されるプログラムにも含まれている「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」

の 4K ダイジェスト映像を、4K 対応液晶テレビ ブラビアをはじめソニーが提案する、ご家庭における最適な視聴環境でご覧いただけます。 

L’Arc～en～Cielの最高傑作を存分にお楽しみいただける内容となっておりますので、是非この機会に、ソニービルへお立ち寄りください。 

*1 ハイレゾリューション・オーディオ音源とは、一般にCD（44.1kHz/16bit）、およびDAT（48kHz/16bit）を超える情報量（サンプリング 周波数、もしくは、ビット

数のいずれかにおいて）を持つ、PCMやDSDフォーマットの音源を指します。 

*2 フルHD（High Definition）映像の解像度 1,920×1,080 画素（210万画素）と比較して4倍以上の映像情報量を有している映像

「4K」＆「ハイレゾ」で感じる、新次元の美しいL’Arc～en～Ciel 
Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」リリース & 新曲「EVERLASTING」+アルバム全 12 タイトル ハイレゾ配信記念 

スペシャルプログラム 開催概要  

・開催期間 ： 2014 年 10 月 10 日（金）～11 月 2 日（日）  

・開催時間 ： 11：00 ～ 19：00   

・開催場所 ： 東京・銀座 ソニービル 8 階コミュニケーションゾーン OPUS および 1 階〜4 階のソニーショールーム 

（東京都中央区銀座 5-3-1 http://www.sonybuilding.jp/access/） 

詳しくはこちら： http://www.sonybuilding.jp/eventspace/opus/LArc-en-Ciel/ 

L’Arc～en～Ciel オフィシャルサイト： www.LArc-en-Ciel.com  www.LArcom.net 

http://www.sonybuilding.jp/access/
http://www.sonybuilding.jp/eventspace/opus/LArc-en-Ciel/
http://www.larc-en-ciel.com/
http://www.larcom.net/


          

【イベント詳細】  ※イベント期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。 

「4K」＆「ハイレゾ」で感じる、新次元の美しい L’Arc～en～Ciel 

Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」リリース & 新曲「EVERLASTING」+アルバム全 12 タイトル ハイレゾ配信記念 

スペシャルプログラム 
 

 

＜8 階 コミュニケーションゾーン OPUS（オーパス）＞ 

200 インチの大型スクリーンとスピーカーの最上位機種であるリファレンスモデル“R シリーズ”「SS-AR1」2

台とマルチチャンネルインテグレートアンプ「TA-DA5800ES」を使用して、L’Arc～en～Ciel の最新映像を上映。

音源は全てハイレゾ音源でお楽しみいただけます。 

「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」4K ダイジェスト映像は、国立競技場ライヴ史上最多となる

2Days16万人を動員した伝説の公演の様子を、CineAlta（シネアルタ）4K カメラ「PMW-F55」などソニーの 4Kカ

メラを合計 20 台以上使用して、ライヴ史上最大規模となる 4K 撮影がおこなわれた貴重な映像です。 

その他、「HONEY」や「Driver’s High」といったライヴでも盛り上がるエネルギッシュなナンバーをハイレゾ音

源で再生するほか、11 月 12 日（水）発売となる Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」

のトレーラー映像や「X X X」、「CHASE」といった人気の Music Video 上映など、L’Arc～en～Ciel の魅力が凝

縮されたプログラムをご用意致しました。 

 

■上映内容 

＜楽曲のみ＞ 

・Driver’s High （ハイレゾ音源のみ再生） 

・HONEY （ハイレゾ音源のみ再生） 

 

＜Music Video＞ 

・X X X （HD 画質映像上映＋ハイレゾ音源再生） 

・CHASE （HD 画質映像上映＋ハイレゾ音源再生） 

 

＜「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」関連映像＞ 

・「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」トレーラー （HD 画質映像上映＋ハイレゾ音源再生） 

・「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」4K ダイジェスト映像 （4K 映像上映＋ハイレゾ音源再生） 

 

※約 30 分の映像を繰り返し、上映いたします。  

※上映内容など、予告なく変更になる場合がございます。 

 

■イベントオリジナル壁紙プレゼント 

①Twitter フォロワープレゼント 

 OPUS 公式 Twitter アカウント(@opus_event)をフォローし、応募用ハッシュタグを付けて感想などをツイートして頂くと、全員に本イベントオ

リジナル壁紙をプレゼントいたします。（※タブレット用、スマートフォン用壁紙各種サイズをご用意） 

 実施期間：10 月 10 日（金）～11 月 2 日（日）  

 

②イベント会場でのアンケート回答者プレゼント 

 イベントアンケートにお答えいただくと、全員に本イベントオリジナル壁紙（twitter フォロワーとは別バージョン）をプレゼントいたします。

（※タブレット用、スマートフォン用壁紙各種サイズをご用意） 

実施期間：10 月 10 日（金）～11 月 2 日（日）  11：00 ～ 19：00   

実施場所：8 階 コミュニケーションゾーン OPUS ホワイエ 

 

SS-AR1 

TA-DA5800ES 



 

＜ソニーショールーム＞ 

1 階/2 階/4 階「ソニーショールーム」では、ソニーのハイレゾ対応の最新商品、スマートフォン Xperia Z3 および Xperia Z3 Tablet Compact

と、ウォークマン® 新 A シリーズなどを使用し、L’Arc～en～Ciel を含む様々なアーティストの楽曲を、ハイレゾ音源でお楽しみいただけるス

ペースを設けております。 

3 階の 4K 体験コーナーでは L’Arc～en～Ciel の 4K ダイジェスト映像を、ソニーが提案する、4K 対応液晶テレビ ブラビアをはじめご家庭

における最適な視聴環境でご覧いただけます。 

 

■上映・再生内容 

＜1 階/2 階/4 階での L’Arc～en～Ciel の曲目＞ 

・「EVERLASTING」「HONEY」「Driver’s High」「MY HEART DRAWS A DREAM」「DRINK IT DOWN」（ハイレゾ音源再生） 

＜3 階＞ 

・「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」4K ダイジェスト映像（8F OPUS で上映のものと同内容、4K 映像上映＋ハイレゾ音源再生） 

 

 

【リリース情報】 

LIVE Blu-ray / DVD「L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場」  2014.11.12 OUT！ 

2014 年 3 月 21 日、22 日に開催され、国立競技場ライヴ史上最多 2Days16 万人動員。 

360 度客席を開放し、100 台以上のプロジェクターによる世界最大規模のプロジェクションマッピングや観客に配られた 8 万個の LED ライト

による壮大なスペクタクルを演出した歴史に残る公演。また、カメラもライヴ史上最大規模となる20台を超える4Kカメラを使用し撮影された。 

Blu-ray Disc には、DTS-HD Master Audio 5.1ch サラウンド、高音質 96KHz/24bit で収録。Blu-ray / DVD とも、完全生産限定盤には同ラ

イヴ音源全曲を収録したBlu-spec CD2（2枚組）、さらに、4Kカメラ撮影による、4Kダイジェスト映像を収録したL’Arc～en～Ciel Original USB

メモリが同梱される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完全生産限定盤 KSXL 61-64 ￥15,000＋tax 

【完全生産限定盤】Blu-ray（BD＋2 Blu-spec CD2＋USBメモリ） 
■BD：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 
■Blu-spec CD2 （2枚組）：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 
■L’Arc～en～Ciel Original USBメモリ： 

L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 -4K Special Digest Movie-  

  L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 -2K Special Digest Movie- （CONVERTED FROM 4K MASTER）  

■「EVERLASTING」とのW購入者応募ハガキ封入 
■ピクチャーレーベル 

【通常盤】Blu-ray  
■BD：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場  
■-初回仕様- 「EVERLASTING」とのW購入者応募ハガキ封入 
■ピクチャーレーベル 

通常盤 KSXL 65 ￥8,800＋tax 

【完全生産限定盤】DVD（2DVD＋2Blu-spec CD2＋USBメモリ） 
■DVD（2枚組）：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 
■Blu-spec CD2 （2枚組）：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 
■L’Arc～en～Ciel Original USBメモリ： 

L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 -4K Special Digest Movie-  

  L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場 -2K Special Digest Movie- （CONVERTED FROM 4K MASTER）  

■「EVERLASTING」とのW購入者応募ハガキ封入 
■ピクチャーレーベル 

完全生産限定盤 KSXL 6161-6165 ￥13,800＋tax 

【通常盤】DVD 
■DVD（2枚組）：L’Arc～en～Ciel LIVE 2014 at 国立競技場  
■-初回仕様- 「EVERLASTING」とのW購入者応募ハガキ封入 

通常盤 KSXL 6166-6167 ￥7,600＋tax 

L’Arc～en～Ciel Original USB メモリ 



 

L’Arc～en～Ciel 初のハイレゾ配信スタート！ 

ラルク、まる聴こえ！レコーディング音源、一音一音を、より美しくリアルに体感！ 
 
10 月 10 日（金）～ 新曲「EVERLASTING」ハイレゾ配信 

 

 

 

 

 

10 月 22 日（水）～ アルバム全 12 タイトル 一挙ハイレゾ配信 

配信タイトル：「DUNE」「Tierra」「heavenly」「True」「HEART」「ark」「ray」「REAL」「SMILE」「AWAKE」「KISS」「BUTTERFLY」 

 

 

 
 

※詳細はこちら： www.LArc-en-Ciel.com  www.LArcom.net 

 

-「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。従来より配信している圧縮音源では伝えきれなかったレコーディング現場の空気感やライ

ヴの臨場感を、ビット数の高さにより、楽器や声の生々しさや艶などのディティールに触れてより感動的に体感していただけます。「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ます。 

詳しくは、「mora」ハイレゾページ： http://mora.jp/etc/highreso 

 

-mora に関して- 

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～」では、10 月 10 日（金）より、L’Arc～en～Ciel の新曲

「EVERLASTING」の「ハイレゾ音源」（96kHz/24bit）の配信がスタート。10 月 22 日（水）には、アルバム 11 タイトルを一挙配信開始致します。

また、アルバム配信に先駆け 10 月 10 日（金）より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

の申し込みを受付開始予定！ 

「mora」では、「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、「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 3,000 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。 

「mora」ハイレゾページ： http://mora.jp/index_hires?cpid=info 

 

  

※ 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。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広報チーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp 

ホームページ http://www.sme.co.jp/ 

 

http://www.larc-en-ciel.com/
http://www.larcom.net/
http://mora.jp/etc/highreso
http://mora.jp/index_hires?cpid=info
mailto:press@sonymusic.co.jp
http://www.sme.co.jp/
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