
 
 

報道関係各位       2010 年 3 月 31 日 
        株式会社レーベルゲート 

 

アンドロイド携帯向けの音楽ダウンロードサービス 

「mora touch」 
2010 年 4 月 1 日午前 0 時オープン！ 

 
＝ 対応アプリが「ドコモ スマートフォン Xperia™」にプリインストール ＝ 

 
 
株式会社レーベルゲート（代表取締役：佐藤 亘宏、本社：東京都港区）は、PC 向け、ケータイ

向けに続く第 3 の音楽配信プラットフォームとして、アンドロイド携帯（Android OS を採用したス

マートフォン）向けの音楽ダウンロードサービス「mora touch（モーラタッチ）」を 2010 年 4 月 1
日午前 0 時より開始いたします。 
 
 mora touch は、対応アプリを簡単にインストールして頂く事で、音源およびミュージックビデオ

クリップの試聴、ダウンロード購入など、従来のウェブページによるサービスとは異なりタッチパ

ネルならではの新しい音楽体験をお届けするサービスです。2010 年 4 月 1 日に発売されるソニー・

エリクソン製の「ドコモ スマートフォン XperiaTM」を対応第 1 弾とし、今後発売されるアンドロ

イド携帯にも幅広く対応していく予定です。 
 
 当社では、mora touch を「成長する環境・端末」への「成長するサービス」として位置づけてお

ります。配信サービスとしての基本機能に加え、音声認識による楽曲検索や背景色のきせかえなど

を当初から実装しており、今後も Android 標準の様々な機能や他社アプリケーションとの連動など

の展開を順次行なって参ります。 
 
レーベルゲートは、より良い音楽をより多く提供し、新たな音楽との出会いの機会を創造するこ

とを目指し、今後もさまざまな施策を行って参ります。 

 
 

mora touch の特徴 
 
■ 簡単操作、簡単試聴、簡単購入 

タッチパネルに適したサイズ、標準的な GUI の採用で簡単操作を実現しました。楽曲タイ 
トルをタップして簡単試聴したり、楽曲購入の際は予め登録しておいたパスワードを入力 
するだけで簡単購入できます。楽曲のダウンロード状況も画面にわかりやすく表示します。 

 
■ 充実の楽曲ラインナップ 

国内最大級の PC 向け音楽ダウンロードサイト「mora」を運営するレーベルゲートだから 
こそ、シングル曲はもちろん、アルバムまるごとの配信や高画質のミュージッククリップ 
も充実のラインナップでお届けします。 

 
■ 3G 回線でもダウンロード OK 

Wi-Fi はもちろん、3G 回線を通じたアクセス＆ダウンロードが可能です。タップひとつで 
すぐアクセス。いつでも、どこでも、欲しい時に、お気に入りの楽曲を簡単に購入する事 
ができます。 



 
※ショップ画像など詳しいご利用方法は、特集ウェブページをご覧下さい。 

http://mora.jp/moratouch/ 
 

mora touch アプリ入手方法 
 
下記いずれかの方法でダウンロードページにアクセスし、mora touch 対応アプリをインストール

してください。 
 
 ＜Xperia™プリインストール＞ 

●「mora 音楽ダウンロード」アイコン   をタップ。 
●「PLAYNOW」に設置されている「音楽ダウンロード」アイコンをタップ。 
 

 ＜NTT ドコモ公式サイト＞ 
● NTT ドコモが提供する「ドコモマーケット*」の「音楽」にある mora touch をタップ。 

*）「ドコモマーケット」は NTT ドコモが提供するスマートフォン向けポータルサイトです。 

 
 ＜Google 公式サイト＞ 

● Android Market で「mora touch」を検索し、その検索結果をタップ。または[アプリケー 
ション]-[ショッピング]内に掲載されている「mora touch」をタップ。 

 
mora touch サービス概要 
 

■ 配信元レコード会社：（今後も拡大予定） 
株式会社 EMI ミュージック・ジャパン 

 エイベックス・マーケティング株式会社 
 株式会社エルディー・アンド・ケイ 
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 

 株式会社スクウェア・エニックス 
 株式会社ソニー・ミュージックネットワーク 
 バウンディ株式会社 
 ビクターエンタテインメント株式会社 
 株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント 
 株式会社ポニーキャニオン 
 株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ 
 株式会社ヤマハミュージックパブリッシング 
 ユニバーサルミュージック合同会社 
 ワーナーミュージック・ジャパン株式会社 
 （会社名 50 音順） 
 
■ 配信楽曲数：（今後も随時追加いたします） 

オーディオ：約 6,000 曲   ビデオ：約 500 曲 
 

■販売価格：1 曲 150 円より（中心価格帯：300 円～420 円）（すべて税込） 
 
■ コンテンツ仕様： 
オーディオ：AAC（128kbps） 
ビデオ  ：H.264 Baseline Profile（QVGA：VBR 192～256kbps、VGA ：VBR 1.5～2Mbps） 

 ファイル形式：オーディオ、ビデオとも MP4（.mp4） 
 
 
 



■ 代金お支払い方法： 
クレジットカード（VISA、MASTER、JCB、Diners） 
mora ミュージッククーポン（16 桁半角英数字） 

 
■ 対応機種：（今後も拡大予定） 
 ドコモ スマートフォン XperiaTM（ソニー・エリクソン製） 
 

レーベルゲートについて 
株式会社レーベルゲートは、国内有力レコード会社の共同出資により 2000 年 4 月に設立された音楽

配信サービス運営会社です。レーベルゲートでは、PC で、ケータイで、いつでも音楽を楽しんで頂

けるよう、以下のサービスを運営しています。 
 
＊mora    URL ：http://mora.jp/ 
 2004 年 4 月に開始した、ATRAC 形式の PC および「エニーミュージック*」対応機器向けの音楽 

配信サービス。 *「エニーミュージック」とは、ネットワークに対応した HDD 搭載オーディオで、

mora の音楽配信、FM 番組情報などが楽しめる音楽サービスです（http://www.anymusic.jp/）。 
＊mora win  URL：http://morawin.jp/ 
 2004 年 10 月に開始した、Windows Media® 形式の PC 向け音楽および動画配信サービス。2007 

年 10 月より Windows Media® Player11 標準の音楽配信サービスとなる「Type-1 Music Store」 
も開始。 

＊mora ケータイフルプラス 携帯 URL：http://fp.mora.jp/ PC URL：http://mora.jp/k-tai/ 
 2009 年 1 月に開始した、携帯電話機向けに「着うたフルプラス™」を配信するサービス。 
＊mora ケータイフル     携帯 URL：http://f.mora.jp/ PC URL：http://mora.jp/k-tai/ 
 2007 年 2 月に開始した、携帯電話機向けに「着うたフル®」を配信するサービス。 
＊mora ケータイビデオ    携帯 URL：http://v.mora.jp/ PC URL：http://mora.jp/k-tai/ 
 2006 年 12 月に開始した、携帯電話機向けに音楽のビデオクリップ全編を配信するサービス。 
＊PLAYLOG（プレイログ）   URL：http://playlog.jp/ 
 2006 年 7 月に開始したオープン型 SNS。PC や“ウォークマン®”で聴いた音楽の履歴がブログに 
自動表示されるなど、音楽機能が充実した SNS。  

 
 

※ Google、Android、Gmail 、Android Market は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※ 「Xperia」、「PlayNow」は Sony Ericsson Mobile Communications AB の商標または登録商標です。 

※ 「ATRAC」はソニー株式会社が開発した音声圧縮技術「ATRAC3」、「ATRAC3plus」の総称です。 

※ 「エニーミュージック」および「Any Music」はエニーミュージック株式会社の登録商標です。 

※ Windows Media®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

※ 「着うたフル®」、「着うたフルプラス™」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標、 

または商標です。 

※ 「ウォークマン」は、ソニー株式会社の登録商標です。 

※ 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または商標です。 

 

          以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


