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本資料は２０１３年７月２５日現在のものです。 

記者発表会報道資料  



＜ご挨拶＞ 

平成２５年７月２６日 
一般社団法人日本オーディオ協会 

会長 校條亮治 

オーディオ、ホームシアター及び音楽等に携わられる産業の皆様、大変お待たせを致しました。 

今年は、新たな会場で、さらに進化した「オーディオ・ホームシアター展」を開催する運びとなりま 
した。これまで、秋葉原地区において４回開催してまいりました同展示会は、今回は全く新しい会 
場であるテレコムセンター駅前の「タイム２４ビル」を借り切って、新しいお客様を迎えて開催する 
こととなりました。 
本当に早いもので秋葉原会場にて４年/４回を数えました。この間、国難である「東日本大震災」 
を受けましたが、国難を乗り切るべく継続開催してまいりました。 
まだ、復興道半ばでありますが、開催と支援を頂きました皆様には心から感謝を申し上げますと 
共に、被災された皆様には一日も早い復興と心癒されますことをご祈念申し上げます。 

さて、今次の会場変更についての考え方と、魅力ある提案をご案内申し上げ、ご挨拶とさせて頂 
きます。 
 
第一は、新たな若年層、とりわけ女性層のお客様の開発です。 
秋葉原での若年層開発は大きく進展し、入場者の２０歳代が６０歳代を３年連続して超えました。 
また、初めてのお客様が６割に達したことも大成功であったと考えます。 
一方、女性層の開発は残念ながら横浜時を上回ることは出来ませんでした。 
 
第二は、ご出展社のご負担軽減です。 
日本―オーディオ協会はクラフトメーカー様から大企業様までを擁しています。 
偏ることなく、個々のご出展社様のご負担を低減すべく会場を統合化し、出展費用人的労力の 
両面から軽減に取り組みました。 
 

第三は、会場の統合化により、お客様のご不便を解消し、またビギナーからマニアまでの融合化 
を促すこと、またこれにより、ご出展社様の新顧客開発につながることを目指しています。 
 

そして、本展示会は「進化する展示会」として、新たな魅力づくりに注力をしています。 

第一は、業界を代表する、コンシューマー展示会として「放送技術を含む、最新技術の展示とデ 
モンストレーション」を企画しております。 
 
第二は、協会ならではの最新のヘッドホン試聴や、ネットワークオーディオ、ブルーレイオーディ 
オなど、テーマ設定と技術セミナーをご用意しております。 
 

第三は、既に好評の協会ならではの「音のサロン」による徹底した試聴が出来ることです。 
 

そして第四は、お客様が参加できる「公開収録番組」、「ビッグバザール」、「工作教室」、「コンサ 
ート」等、「参加型展示会」を目指しております。 

 
以上、大きく進化する新たな「オーディオ・ホームシアター展」2013の開催をご提案申し上げます 
オーディオ協会の総力を上げて取り組みますので、是非ともご関係者の皆様の絶大なるご支援と 
積極的なご参加をお願い申し上げます。 



＜開催概要＞ 

名 称：   「オーディオ・ホームシアター展2013」 （ ｵｰﾃﾞｨｵ ・ ﾎｰﾑｼｱﾀｰﾃﾝ2013 ） 

                                英文表記： Audio Hometheater Exhibition         

               公式サイト  http://www.oto10.jp 

 

会 期：           １０月１８日（金） ～ １０月２０日（日） ＜３日間＞ 

                          （１０月１７日搬入設営、２０日搬出） 

                      １８日（金）      １０：００～１９：００ 

                      １９日（土）      １０：００～１９：００ 

                      ２０日（日）        １０：００～１７：００ 

 

会 場：      「タイム２４」 TOKYO INFORMART EXPRESS 24    (1F/2F/18F) 

                 〒135-8073  東京都江東区青海2-4-32 

 

目標来場者数：       ２０，０００人    （前回実績） 公表２５，７００人 

出展社数：           ５７社・団体  （前回実績） ８２社・団体 

 

                

主 催：     一般社団法人 日本オーディオ協会 

 

企 画：     「オーディオ・ホームシアター展」   実行委員会 

 

入場料：   一般 無料        （一部イベント有料） 
 

後   援： 
       経済産業省・一般社団法人電子情報技術産業協会・日本放送協会 
      一般社団法人日本レコード協会・一般社団法人日本民間放送連盟 
      公益社団法人インテリア産業協会・一般社団法人日本音響学会 
      一般社団法人日本音響材料協会・一般社団法人映像ソフト協会・ 
      一般社団法人日本舞台音響家協会・一般社団法人モバイルコンテンツフォーラム  

   モバイルコンピューティング推進コンソーシアム,  臨海副都心まちづくり協議会  

        (申請中を含む 順不同) 
 
協   賛： 
     真空管オーディオ協議会・ハイエンドショウトウキョウ実行委員会・ 
       株式会社アイエー出版・株式会社音楽出版社・株式会社音楽之友社 

   株式会社音元出版・株式会社共同通信社・株式会社ステレオサウンド 

   株式会社誠文堂新光社・株式会社電波新聞社・日本プロ音楽録音賞運営委員会 

      秋葉原電気街振興会                      (申請中を含む 順不同) 

http://www.oto10.jp/
http://www.oto10.jp/


＜開催趣旨＞ 

開催コンセプト 
 

新たな挑戦！ 
ここまで来たオーディオ・ビジュアルの世界 

 

１．オーディオの楽しさを提案。 

２．オーディオの基本体験機会の提供。      

３．オーディオの技術啓発を推進。  

４．参加型展示会を推進。         
 
 

開催テーマ 

 
「オーディオの革命がお台場に来た！」 

 

メイン・コピー 

コンセプト/テーマに応えるように、出展企業による展示や試聴の体験と、情報発
信のためのセミナーやイベントを企画開催いたします。 
日本オーディオ協会・専門誌各社・出展各社による「セミナー」、オーディオファン
待望の「音のサロン」、オーディオと音楽のファン拡大のためのイベント「ライブコン
サート」「工作教室」、他の展示会ではなしえない独自の進化を目指します。 
また、協会の使命である業界の情報発信機能充実のために「協会テーマ」ブース
を設置し、オーディオの今と明日の技術を分かりやすく伝えます。 
 



＜会場概要＞ 
①施設名 ： 

         「タイム２４」 TOKYO INFORMART EXPRESS 24  

            〒135-8073 東京都江東区青海2-4-32 

②アクセス：  
      電車ご利用の方 
         ●ゆりかもめ「テレコムセンター」駅 徒歩2分 
         ●りんかい線「東京テレポート」駅 徒歩18分      



＜出展社一覧＞ 
NO. 出  展  企  業  名 住所 

1 アキュフェーズ株式会社 神奈川県横浜市 

2 アドフォクス株式会社 東京都青梅市 

3 S'NEXT株式会社 東京都品川区 

4 日本放送協会 東京都渋谷区 

5 ＮＴＴエレクトロニクス株式会社 神奈川県横浜市 

6 株式会社エンサウンド 愛媛県松山市 

7 株式会社オーディオテクニカ 東京都文京区 

8 オーロラサウンド株式会社 神奈川県横浜市 

9 オタリテック株式会社/ジェネレック 東京都新宿区 

10 株式会社小柳出電気商会 東京都文京区 

11 株式会社音楽出版社 東京都文京区 

12 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 東京都中央区 

13 株式会社音元出版 東京都千代田区 

14 カネキン小椋製盆所 長野県木曽郡 

15 完実電気株式会社 東京都千代田区 

16 クボテック株式会社 東京都千代田区 

17 株式会社クラレ 東京都千代田区 

18 株式会社クリプトン 東京都新宿区 

19 株式会社コルグ 東京都稲城市 

20 サエクコマース株式会社 東京都港区 

21 株式会社サザン音響/サザンアコースティクス 神奈川県鎌倉市 

22 ＣＡＶジャパン株式会社 東京都港区 

23 株式会社ＪＶＣケンウッド 神奈川県横浜市 

24 シャープ株式会社 東京都港区 

25 株式会社シンタックスジャパン 東京都港区 

26 株式会社ステレオサウンド 東京都港区 

27 スペック株式会社 東京都千代田区 

28 株式会社スフォルツァート 東京都日野市 

29 聖新陶芸株式会社 愛知県瀬戸市 

30 株式会社誠文堂新光社 東京都文京区 



＜出展社一覧＞ 

ご出展各社・団体の小間位置は、７月２６日（金）１５時からの「出展社
展示装飾説明会」にて抽選・決定のため、ご案内は８月１日（木） ＡＭ
に「ホームページ」上にて行います。ご了解ください。 

NO. 出  展  企  業  名 住所 

31 関口機械販売株式会社/アコースティクスリヴァイヴ 群馬県伊勢崎市 

32 ソニーマーケティング株式会社 東京都港区 

33 第一通信工業株式会社 神奈川県厚木市 

34 株式会社タイムドメイン 京都府相良郡 

35 株式会社タイムロード 東京都世田谷区 

36 ティアック株式会社 東京都多摩市 

37 株式会社ディーアンドエムホールディングス 神奈川県川崎市 

38 ディナウディオ ジャパン 株式会社 東京都中央区 

39 株式会社電波新聞社 東京都品川区 

40 株式会社トライオード 埼玉県越谷市 

41 株式会社ナスペック 岐阜県岐阜市 

42 一般社団法人日本レコード協会 東京都港区 

43 ハーマンインターナショナル株式会社 東京都台東区 

44 パイオニア販売株式会社 神奈川県川崎市 

45 パイオニアホームエレクトロニクス株式会社 神奈川県川崎市 

46 株式会社バッファロー 愛知県名古屋市 

47 パナソニック株式会社 東京都千代田区 

48 ヒビノインターサウンド株式会社 東京都港区 

49 ビフレステック株式会社 東京都千代田区 

50 フォスター電機株式会社/フォステクス 東京都昭島市 

51 富士通テン株式会社 東京都新宿区 

52 ブルーレイディスク・オーディオ・プロモーショングループ 東京都港区 

53 三菱電機株式会社 東京都千代田区 

54 株式会社ミュージックバード 東京都千代田区 

55 株式会社ヤマハミュージックジャパン 東京都港区 

56 ラックスマン株式会社 神奈川県横浜市 

57 ラトックシステム株式会社 東京都千代田区 



セミナー 
番組収録 

工作教室 

会議室 
Ｄ 

１Ｆ会場 

各小間、部屋ごとの企業名は、８月１日午後にホームページ上でご案内いたします。 

音のサロン
会場 

１８Ｆ会場 

ＮＨＫ    
デモ会場 

＜会場構成＞（予定） 

２Ｆ会場 

協会セミナー 
専門誌セミナー 
コンサート会場 

工作教室 

出展社セミナー     
ミニコンサート会場 

事務局    
関係者控室 

総合受付 

ソフト販売 

専門誌販売 

公開録音 

ご出展場所 

ご出展場所 

ご出展場所 



日本オーディオ協会セミナー   会場：１F ＨＡＬＬ１ 

話題の技術や商品に、日本オーディオ協会が委員会等で取り上げ、検討や 
研究を進める事業を中心にセミナーを開催します。 

オーディ専門誌が話題の情報や技術を、著名な講師の解説と試聴で分
かりやすくファンに伝えます。以下の３社の協賛で開催します。 

専門誌セミナー          会場： １F ＨＡＬＬ１  

• 株式会社音元出版 

• 株式会社ステレオサウンド  

• 株式会社誠文堂新光社   

出展社セミナー          会場： ２F 研修室 

自社の商品や技術を、解説実演によってその良さを来場者に伝えます。 
以下の企業による開催予定です。 

• 株式会社サザン音響/サザンアコースティクス 

• 株式会社シンタックスジャパン 

＜イベント＞ 

「協会テーマ」展示        会場： １Ｆ ＨＡＬＬ２  

①最新ホームネットワークオーディオ（DLNA）/ＰＣオーディオ 
  機器の最新情報と展示・デモ 
②ヘッドホン/イヤホン/ＤＡＣ等の最新技術情報と展示・デモ 

話題の商品や技術の現状と今後を偏らない視点で表現し、来場者が持参
する機器での試聴も可能とした、マニアからビギナーまでが楽しめるコー
ナーとします 

セミナー/コンサート詳細（日時・内容・会場等）は、別紙またはホームページにてご確認ください。 



＜イベント＞ 

「真空管オーディオ協議会セミナー」 
                 会場： １８F 音のサロンにて 

     日本オーディオ協会は、昨年・一昨年と続く「真空管オーディオ協議会] 

     主催のセミナーを「音のサロン」会場にて開催します。 

「音のサロン」         会場： １８F  研修室182 

音楽ジャンルからの視点で構成された試聴会です。 

企業の枠を超えたオーディオ機器の組み合わせで、 

講師の話とデモ試聴で楽しめます。 

「工作体験会」               会場： １Ｆ アトリウム 

最近、若年層中心に広がるヘッドホン使用を見据え、高級オリジナル 

ヘッドホンの工作教室の開催です。 

以下の企業による協力で開催します。 

 

株式会社ミュージックバードの音楽番組の公開収録を行います。 
パーソナリティーによる軽快なトークと、音楽が楽しめます。 

「音楽番組生収録」       会場： 18Ｆ 研修室181  

• S’NEXT株式会社 

「ライブコンサート体験会」      
  １Ｆ： ＨＡＬＬ１       カルテット・グローデル：「弦楽四重奏」 
  ２Ｆ： 研修室201  朴 葵姫 ：「ギターコンサート」 

  
 
生演奏の魅力を十分に楽しんでいただきます。 
女性4人構成の「弦楽四重奏」、女性ギタリストによる「ギターソロ」と二組の
ミュージシャンを迎えての演奏会です。 

協賛各社のPCMレコーダー貸出も行い、生演奏の録音も楽しめます。 

セミナー/コンサート詳細（日時・内容・会場等）は、別紙またはホームページにてご確認ください。 



メイン・ビジュアル 

会場を、江東区・お台場へと移し新た
な出発の年となります。 

日本のオーディオとホームシアター
文化を発信する象徴として富士山を
とらえ、会場お台場を海のイメージで
合わせて表現しました。 

音展を参加企業とオーディオ協会が
一体となって盛り上げ、次回以降も
同系列のビジュアルで継続表現して
いく予定です。 

＜各種広報ツール展開＞ 

配布数：６万部 

配布時期：10月上旬 

配布数   ６万枚 

配布時期  ９月上旬 

配布箇所： 
出展社・協力企業 
/団体・協賛企業/店舗 

配布数 ２０００枚 

配布時期：９月上旬 

配布箇所： 
出展社・協力企業 
/団体・協賛企業/店舗 

配布箇所： 
出展社・協力企業 
/団体・協賛企業/店舗 

公開期間： 
４月１日～２０１３年３月末 

※８月１日一般情報 
   公開予定 

■ポスター/B2 ■ホームページ 

準備中 準備中 

準備をしています各種広報は以下のタイミング・内容で使用予定です。 

■パンフレット① 
  Ａ4三つ折り 

■パンフレット② 
  Ａ4三つ折り 



2012/03/15 

一般社団法人日本オーディ
オ協会 

 

 
  ・お台場海浜公園駅：   
    「デックス東京ビーチ」  
    「東京ジョイポリス」 
 
  ・台場駅：  
     「アクアシティお台場」  
    「シネマメディアージュ」 
         「ダイバーシティ東京プラザ」 
 
  ・テレコムセンター駅：  
        「大江戸温泉物語」 
     「科学未来館」 
 
  ・船の科学館駅：  
    「船の科学館」 
 
  ・青海駅：  
         「パレットタウン」 
 

（既存広報） 

（新規広報） 
 
・放送媒体利用 （ミュージックバード） 
・鉄道広告利用 （ゆりかもめ駅貼りポスター他） 
・地域商業施設利用 （臨界副都心まちづくり協議会後援） 
 
 
 台場地域商業/文化施設例 

・ＷＥＢの活用（ホームページ・バナーリンク・BLAYN MAIL他） 

・印刷物利用（ポスター・パンフレット） 

・ＳＮＳの利用  
・報道媒体利用（オーディオ専門誌・電波新聞） 
・他オーディオイベントでの広報 
 
 

   ＜ 広 報 ＞ 



公式ホームページ 

http://www.oto10.jp/ 

報道関連資料は、以下の専用サイトからダウンロードをお願いいたします。 
 

http://www.oto10.jp/press/ 

今後、更新される各種情報は「公式ホームページ」上
で広報させていただきます。よろしくお願いいたします。 

＊お問合せ先＊（８月２日まで） 
一般社団法人日本オーディオ協会 事務局 担当：遠藤 
（電話）03－3546－1206  （e-mail） info@oto10.jp 

 
注：８月５日（月）より下記に事務所が移転します。 
東京都港区高輪3-4-13 レフォルマ高輪４Ｆ 
（電話）03-3448-1206  （ＦＡＸ）03-3448-1207 

mailto:info@oto10.jp

