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ソフトとハードの両面から
デジタルオーディオの本質を追求する
本格オーディオ専門誌

表紙＆巻頭特集アーティスト

ポール・マッカートニー
予定
［ハイレゾ音源収録DVD-ROM］

特別
付録

2017年

5月29日発売予定

※DigiFi
（デジファイ）
とは、
デジタルファイル・ミュージック、
デジタルファイル・オーディオ、
デジタル・ハイファイなどの意味を含む造語です。
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季刊〈デジファイ〉
記事ターゲット

20〜40代の音楽ファン、
音楽配信サービスに
興味があるオーディオファン
特集

1

遂に来た音楽ストリーミング時代。
本格オーディオで楽しむSpotify
昨秋、
日本でもサービスを開始した定額制音楽ストリーミングサー
ビスの世界最大手、Spofity＜スポティファイ＞。邦楽を含む膨大
な楽曲をスマホ、
タブレット、PC等で楽しめるSpofityの魅力、使い
方を徹底的に解説します。
さらにオーディオ機器との連携ができる
「Spotify Connect」機能を大きく取り上げ、
オーディオファンの音
楽生活がどのように変わるのかを分かりやすく、解き明かしていきま
す。多くの製品に搭載されているSpotify Connect機能のアピール
に絶好の企画となることでしょう。なお、
日本法人社長インタビュー
も予定しています。
（ページ数想定 20〜25ページ前後）

記事ターゲット

ハイレゾ再生に意欲的に取り組んでいる
30〜50代のオーディオマニア
特集

3

厳選
「本格ハイレゾコンポーネント」
徹底研究
50万円以上の価格帯のオーディオ機器で、ハイレ
ゾファイル対応の新製品が急増しています。
しかも
MQAやRoonなど従来にない新発想の機能を盛り
込んだモデルも登場し、
ハイエンドオーディオの世界
の注目の的になっています。
本特集では、
編集部厳選の最新本格ハイレゾコンポーネントのテス
トを徹底的に行ない、単なる音質リポートにとどまらず、製品のコンセプト、使い方、機能、音質
などを深掘りします。
（ページ数想定 30〜40ページ前後）

記事ターゲット

20〜40代を中心とした、高価格帯のポータブル・デジタルプレーヤー
および高級ヘッドフォン／イヤフォン購入層
記事ターゲット

20〜50代の音楽ファン、
および手頃な価格の
DACを使って最新のハイレゾ音源を鳴らしたい
オーディオマニア
特集

2

10万円で最新ハイレゾを味わい尽くす
Oppo Digital Sonica DAC大研究
BDP-105など、数多くのユニーバサルプレーヤーでク
ラスを超えたパフォーマンスを実現し、
いまや大注目の
ブランドに成長した、オッポ・デジタル。先日発売され
た新型D/Aコンバーター、ネットワークプレーヤーの
Sonica DACは、10万円を下回る価格ながら圧倒的
な高音質を実現したハイコストパフォーマンスモデルと
して高い人気を集めています。
ここではSonica DACの
ハードウェアとしての魅力を詳細に研究するとともに、
具体的にどのように使うのかを複数のレビュアーで検
証します。 （ページ数想定 10〜16ページ前後）

恒例
企画

ブラインドテスト
〜ポータブル・デジタルオーディオプレーヤー編
＋ 最新ヘッドフォン＆イヤフォン最前線
デジファイ誌恒例「ブランイドテスト」は、オーディオ機器
の魅力の根幹である
「音質」
に焦点をあてたディープな企
画として、読者からの大きな支持を集めています。今回は
注目製品が多数登場しているポータブル・デジタルオー
ディオプレーヤーを一挙テストします。
また、関連企画とし
て最新のヘッドフォン、
イヤフォンの注目モデルのレビュー
／紹介も行ない、多角的にポータブルオーディオの魅力を
訴求します。
（ページ数想定 合計20ページ前後）

小特集・・・・オーディオ最新トピック徹底研究
その他、最新ハイレゾレコーディング事情、
ハイレゾソフトレビューなど、最新オーディオ、注目
企画満載でお届けします。
※記事内容は一部変更される場合がありますので、
予めご了承ください。 ※写真はすべてイメージです。
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今より“いい音を”

デジタルオーディオ／スマートフォン&ヘッドフォン・リスナーのためのライフスタイル・マガジン
●発売予定日────────────── 平成 29 年 5 月 29 日
●判型───────────────── B5 判 横組み
●価格───────────────── ¥1,500（本体）予価
●広告申込締切日──────────── 平成 29 年 4 月 7 日
●広告原稿締切日──────────── 平成 29 年 4 月17 日
表紙 4─ ────────────────（4 色 1 頁）
─ ─────────── ¥1,150,000（税別）
表紙 2─ ────────────────（4 色 1 頁）
─ ──────────── ¥780,000（税別）
表紙 3─ ────────────────（4 色 1 頁）
─ ──────────── ¥650,000（税別）

目次 1─ ────────────────（4 色 1 頁）
─ ──────────── ¥630,000（税別）

中 面─ ─────────────────（4 色 1 頁）
─ ──────────── ¥600,000（税別）
中 面─ ─────────────────（1 色 1 頁）
─ ──────────── ¥290,000（税別）
中 面─ ─────────────────（1 色 1/2 頁）
──────────── ¥160,000（税別）
中 面─ ─────────────────（1 色 1/3 頁）
──────────── ¥130,000（税別）

販売店様特別価格
中 面─ ─────────────────（1 色 1 頁）
─ ──────────── ¥240,000（税別）

中 面─ ─────────────────（1 色 1/2 頁）
──────────── ¥130,000（税別）
中 面─ ─────────────────（1 色 1/3 頁）
──────────── ¥100,000（税別）

＊原稿サイズ
1 頁─ ────────── 天地 257 × 左右 182mm

1/2 頁─ ───────── 天地 110 × 左右 158mm（罫囲み）
1/3 頁─ ───────── 天地 75 × 左右 158mm（罫囲み）
※表 4 原稿は特殊サイズになりますのでお問合せください。

◆弊社では、広告原稿の製作は一切請け負いません。
◆広告掲載場所の指定は割増料金を設定させていただきます。
◆特別スペースにつきましては、別途料金を設定させていただきます。
◆タイアップ広告、特別広告につきましては別途お申し付けください。
◆広告のお申込みは電話でスペース確認のうえ「広告申込書」を書面で提出してください。
口頭だけのお申込みは行き違いのおそれがありますのでご遠慮ください。
◆掲載のお取り消しは申込み締切日以降はお受けできません。
◆広告内容や表現において不適当なものについては掲載をお断りする場合があります。
◆広告内容による私・法人間のトラブルが発生いたしましても、弊社では一切責任を負いません。
株式会社ステレオサウンド
〒 106-8661 東京都港区元麻布 3-8-4
TEL 03-5412-7880 FAX 03-5412-7890

