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音楽専門誌『サウンド＆レコーディング・マガジン』通巻 400 号に、
中田ヤスタカ（CAPSULE）が記念楽曲「SR400」を特別提供！

	
  インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京
都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、通巻 400 号目となる音楽クリエイターのための専門誌『サ
ウンド＆レコーディング・マガジン 2014 年 8 月号』を、2014 年 7 月 15 日に発売します。本号には、
音楽プロデューサー中田ヤスタカ（CAPSULE）が記念楽曲「SR400」を特別提供しています。
	
  1981 年の創刊以来、レコーディング機器やシンセサイザー、楽曲制作ソフトなど音楽クリエイター
向けの情報を提供している月刊誌『サウンド＆レコーディング・マガジン』。2014 年 8 月号では、通
巻 400 号を記念し、“あの時、あの機材！~時代を変えたツールとテクノロジー”を総ページ数 79 ペ
ージで徹底特集。創刊から現在に至るまでに登場したリスペクトすべき機材／テクノロジーの数々を
振り返り、さまざまな機材が積み上げてきた音楽制作の歴史の重みを世代を越えて共有していきます。
	
  また、Perfume、きゃりーぱみゅぱみゅ、自らのユニット CAPSULE で最先端のトラックを連発し
ている音楽プロデューサー、中田ヤスタカが、通巻 400 号を記念したオリジナル楽曲「SR400」を特
別に制作。本号購入者は（iPad 版も含む）、本誌に封入されたダウンロード passcode を使い、音楽配
信サイト OTOTOY から音源（16 ビット／44.1kHz の WAV ファイル）をダウンロードすることが可
能です。
＊ご注意＊	
  データのダウンロードをしていただくには、音楽配信サイト OTOTOY の会員になって
いただく必要があります。なお、本データのダウンロード期限は 2014 年 8 月 14 日までとなります。
期限を過ぎるとダウンロード不可となりますのでご注意ください。
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雑誌
『サウンド＆レコーディング・マガジン 2014 年 8 月号』
□定価：1,000 円（本体 926 円＋税）
□仕様：A4 変型判／252 ページ
□発売：2014 年 7 月 15 日
□発行：リットーミュージック
▼商品詳細はコチラ
http://www.rittor-music.co.jp/magazine/sr/14121008.html

＜『サウンド＆レコーディン・マガジン』とは＞
音楽クリエイターのための専門誌。1981 年創刊以来、音楽制作を行うプロ／アマチュアに向け、レコ
ーディング機器やシンセサイザー、楽曲制作ソフトなどの情報を提供する月刊誌。毎月 15 日発売。
Apple iPad 版も同時発売中。

【株式会社リットーミュージック】 http://www.rittor-music.co.jp/
□所在地：〒102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-11 住友不動産九段北ビル 6F □設立：1978 年 4 月 10 日 □資本金：1
億 6,900 万円 □決算期：3 月 31 日 □従業員数：93 名（2013 年 3 月 31 日現在） □代表取締役：古森優 □事業内容：音楽
関連出版事業
【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：関本彰大、証券コード：東証 1 部 9479)を持株会社と
するメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専門性の高いコンテンツ＋サー
ビスを提供するメディア事業を展開しています。
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