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＜ご挨拶＞ 

 今年も「オーディオ・ホームシアター展」を開催する運びとなり、御関係者の皆
様には心から御礼を申し上げます。今年は第62回目となりますが、オーディオ業
界にとっては、大きなターニングポイントとなる展示会と認識しており、本展示会
の開催に賭ける想いを述べさせて頂きます。 

 

弊協会は、1952年に「日本オーディオ協会設立」以来、営々と61年間にわたり、
国内オーディオ市場のために啓発事業として同展示会を開催してまいりました。 

この間、モノラルからステレオ、ＡＭ立体放送からＦＭステレオ放送、ＳＰからＬ
Ｐ、オープンテープからカセットテープ、ＬＰからＣＤ、ビデオテープからDVD

などなど多くのメディアチェンジが進み、それらを支えた技術もアナログからデジ
タルへと大きく変貌してきました。世にHi-Fiなる言葉が現れて80年以上が過ぎよ
うとしています。また、CDが生まれて32年にならんとしています。 

時代は「量から質」、「汎用性から専門性」、「大衆から個性」などと言われて久
しいですが、バブル崩壊後の時代の動きはグローバル化も相まって全く逆の動きに
なってしまいました。オーディオ業界、カメラ業界等デジタル技術をベースにした
業界はまさにその代表例です。この結果、はグローバル市場を基本に、利便性と画
一性に基づく価格競争のみがクローズアップされ「本物、質、オリジナリティー」
は全く無視されてしまいました。 

日本オーディオ協会は、この様な状況下に於いて「感性価値」の代表である「音楽
、オーディオ」分野での再構築を願い、原点に戻り「オーディオ」に於ける新たな
価値創造を目指したいと考えました。1920年代から営々と築かれてきた「Hi-Fi」
の概念を再確認し、これに続く、もしくは超える概念として「ハイレゾリューショ
ン・オーディオ（サウンド）」を位置付けました。まさに「新しい時代のオーディ
オ」の幕開けといっても過言ではありません。その視点で見て頂ければ、今回は世
界初の「ハイレゾ・AV展」ともいえます。 

 

弊協会は去る6月12日に「ハイレゾ定義」を発表させて頂きましたが、本展示会で
は具体的企画として 

（１）「ハイレゾリュ―ション・オーディオ（サウンド）」とは何か。 

     を①語り、②お見せし、③お聴かせしたいと考えています。 

（２）4K、8Kなど「音と映像」の近未来の「質感」を是非ご確認頂きたい 

     と考えています。 

（３）「マイ・オーディオ・ジャーニー」の旅にご参加頂きたいと考えています。 

以上の想いを述べ、さらなるご協力をお願いしまして、御挨拶とさせて頂きます。 

一般社団法人日本オーディオ協会 
会長 校條亮治 



＜開催概要＞ 

名 称：         「オーディオ・ホームシアター展2014」  

                          英文表記： Audio Hometheater Exhibition         

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

 

会 期：           １０月１７日（金） ～ １０月１９日（日） ＜３日間＞ 

                          （１０月１６日搬入設営、１９日搬出） 

                      １７日（金）      １１：００～１８：００ 

                      １８日（土）      １０：００～１８：００ 

                      １９日（日）        １０：００～１６：００ 

 

会 場：      「タイム２４」 TOKYO INFORMART EXPRESS 24    (1F/2F/3Ｆ/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） １７，９００人 

出展社数：           ８５社・団体  （前回実績） ８４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・一般社団法人日本映像ソフト協会・ 

      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・株式会社共同通信社 

   臨海副都心まちづくり協議会・日本プロ音楽録音賞運営委員会 

        (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 

                            (申請中を含む 順不同) 

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


音展2014出展企業一覧(2014.7.22現在) 

  企業名 住所 

1 株式会社アイ・オー・データ機器 石川県金沢市 

2 アイレックス株式会社 東京都国分寺市 

3 アキュフェーズ株式会社 神奈川県横浜市 

4 株式会社アコースティックデザインシステム 東京都千代田区 

5 アドフォクス株式会社 東京都青梅市 

6 株式会社エーイーティ 東京都北区 

7 エスカート 千葉県鎌ケ谷市 

8 S'NEXT株式会社/ファイナルオーディオデザイン   東京都品川区 

9 株式会社エヌエスイー 東京都調布市 

10 ＮＴＴエレクトロニクス株式会社 神奈川県横浜市 

11 株式会社エミライ 東京都品川区 

12 オーロラサウンド株式会社 神奈川県横浜市 

13 株式会社オクタヴィア・レコード 東京都港区 

14 Oppo Digital Japan株式会社 東京都港区 

15 株式会社小柳出電気商会 東京都文京区 

16 株式会社音楽出版社 東京都文京区 

17 株式会社音楽之友社 東京都新宿区 

18 オンキヨー株式会社 東京都中央区 

19 オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社 東京都中央区 

20 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 

21 株式会社音元出版 東京都千代田区 

22 カネキン小椋製盆所 長野県木曽郡 

23 株式会社カメラータ・トウキョウ 東京都渋谷区 

24 完実電気株式会社 東京都千代田区 

25 木曽興業株式会社 愛知県名古屋市 

26 株式会社キットヒット 福岡県北九州市 

27 株式会社キューテック 東京都港区 

28 株式会社キングインターナショナル 東京都文京区 

29 クボテック株式会社 東京都千代田区 

30 株式会社クリプトン 東京都新宿区 

31 株式会社光城精工 青森県平川市 

32 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 

33 シーエスアール株式会社 東京都港区 

34 シーエスフィールド株式会社 富山県富山市 

35 シャープ株式会社 東京都港区 

36 女子オーディオの会 神奈川県足柄上郡 

37 株式会社シンコーミュージックエンターテインメント 東京都千代田区 

38 株式会社シンタックスジャパン 東京都港区 

39 有限会社スタックス 埼玉県入間郡 

40 株式会社ステレオサウンド 東京都港区 

41 株式会社スフォルツアート 東京都日野市 

42 スペック株式会社 東京都千代田区 



  企業名 住所 

43 株式会社誠文堂新光社 東京都文京区 

44 株式会社ゾーンコーポレ-ション 神奈川県川崎市 

45 ソニー株式会社 東京都品川区 

46 ソニーマーケティング株式会社 東京都港区 

47 第一通信工業株式会社 神奈川県厚木市 

48 大建工業株式会社 東京都千代田区 

49 株式会社ダイテツ 香川県高松市 

50 タワーレコード株式会社 東京都大田区 

51 ティアック株式会社 東京都多摩市 

52 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 

53 デイプラネット 東京都品川区 

54 株式会社テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ 東京都新宿区 

55 株式会社Teragaki-Labo 東京都中野区 

56 株式会社電波新聞社 東京都品川区 

57 Olasonic/株式会社東和電子 東京都品川区 

58 株式会社トライオード 埼玉県越谷市 

59 ナクソス・ジャパン株式会社 東京都世田谷区 

60 株式会社ナスペック 岐阜県岐阜市 

61 日本プロ音楽録音賞運営委員会 東京都新宿区 

62 一般社団法人日本レコード協会 東京都港区 

63 日本放送協会 東京都世田谷区 

64 株式会社ノア 東京都新宿区 

65 パイオニア販売株式会社 神奈川県川崎市 

66 パイオニアホームエレクトロ二クス株式会社 神奈川県川崎市 

67 株式会社ハイファイジャパン 東京都千代田区 

68 株式会社バッファロー 愛知県名古屋市 

69 パナソニック株式会社 東京都品川区 

70 花田スピーカー研究所 福岡県北九州市 

71 株式会社ハピネット・ピー・エム 東京都台東区 

72 ヒビノインターサウンド株式会社 東京都港区 

73 フォスター電機株式会社/フォステクスカンパニー 東京都昭島市 

74 富士通テン株式会社 東京都新宿区 

75 株式会社ブライトーン 東京都新宿区 

76 プラネット・ミュージック・ライン 宮城県石巻市 

77 フルテック株式会社 東京都品川区 

78 プロモーション グループ オブ ブルーレイ ディスク™ フォー オーディオ 東京都渋谷区 

79 有限会社ボルトアンペア 東京都千代田区 

80 三菱電機株式会社 東京都千代田区 

81 株式会社ミュージックバード 東京都千代田区 

82 メモリーテック株式会社 東京都渋谷区 

83 株式会社ヤマハミュージックジャパン 東京都港区 

84 ラックスマン株式会社 神奈川県横浜市 

85 ラトックシステム株式会社 東京都千代田区 



開催テーマ  
ハイレゾリューションオーディオ 

（音源とその技術） 

 
１．ハイレゾ・オーディオの情報発信。 
 

２．音と映像の「質感」体験。  

     

３．新時代を体験できる展示会を推進。         
 
 

 
ハイレゾ！音が違う 

 Hi-Fiからハイレゾへ、オーディオ新時
代が見えてきた。 

 

メイン・コピー 

高解像度を意味する「ハイレゾリューション」が、いまやオーディ
オと結びつき「ハイレゾ・オーディオ」となり、単語検索では「ハイ
レゾ」＝「高品質オーディオ」として一般的に使用される状況と
なっています。 
今年度の開催テーマ「ハイレゾ」を、時代の転換期と変化を感じ、
会場に足を運んでもらえるよう表現していきます。 
 



＜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 
           下車バス利用  （都バス「海01系統」）         約5分 
              
    バスご利用の方 
      ● 「大井町駅」         （京急バス          ：井30系統）      約20分 
      ● 「門前仲町駅」       （都バス              ：海01系統）      約40分 
      ●「浜松町バスターミナル」 （kmフラワーバス：km01系統）    約30分 
      △「錦糸町駅」          （都バス               ：急行05系統）   約40分  
      △「森下駅」          （都バス               ：急行06系統） 約25分 
                       △の2系統は、「土曜日」「日曜日」の限定運行です。 

 



＜会場紹介＞ 
音のサロン 

ミュージックバード
公開録音 

NHKデモ 

出展社 
セミナー  

ホーム シアター 
体験室  

協会テーマ
展示  

ソフト販売  

専門誌販売  
セミナー 

コンサート 
会場  

工作教室  



オーディオやホームシアター機器、アクセサリー・ソフト企業の出展です。 
１社単独使用や複数企業での部屋使用などがあり、試聴デモも行われます。 

＜ご出展＞ 

「ブース」出展       

協会テーマ展示及び一般展示小間で、小型オーディオ機器やソフト、 
アクセサリー等の企業が出展されています。 

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。 

ブース出展・非出展にかかわらず、自社商品や技術のアピールの場として、 
多くの企業がセミナーやイベントを開催します。 

会場： 2Ｆ Ａ～Ｉ、201、205～207  

会場： 3Ｆ 北2～5、西5～7、18Ｆ 183  

オーディオやホームシアター機器を、展示やデモできるブースです。 
基本は一部屋を単独企業で使用、多くの試視聴デモが行われます。 

会場： 1Ｆ アトリウム/特設会場   

カーオーディオ企業の展示や、オーディオ専門誌・新聞、ソフトの販売が行
われるブースです。 

 会場： １Ｆ ＨＡＬＬ２、ＨＡＬＬ３ 

「セミナー」出展  2Ｆ 202              

•ブルーレイで手にするハイレゾ・オーディオの世界 

•ジャズ専用スピーカー！？JAZZMAN 

•超コンパクトスピーカーで「リアル３Ｄオーディオ」を実現!! 

•英CSR社・高音質デジタルアンプ DDFAの紹介 

•ＭＡＹＡライブ＋女子オーディオ試聴会 

•学生によるクラシックディスクコンサート 

•ハイレゾ時代のダミーヘッドマイクとイヤホンについて 

（プログラム予定）              



ホームシアター体験室      会場： 2F 201  

日本オーディオ協会セミナー  会場：１F ＨＡＬＬ１ 

開催テーマ「ハイレゾ」が、オーディオ新時代の幕開けとなることを、セミナー
で発信していきます。 

オーディ専門誌による「ハイレゾ」セミナーです。 
著名な講師と編集部との解説・試聴デモで分かりやすくファンに伝えます。
以下の４社の協賛で開催します。（開催順） 

専門誌セミナー          会場： １F ＨＡＬＬ１  

・雑誌「デジファイ」の3号連続付録でハイレゾをはじめよう！ 
                              ステレオサウンド 

・これが本当のハイレゾの音だ！          音楽之友社  

 

• 「リスニングルームの最新音響技術」 

• 「4K時代の画質・調整 最新事情」 

＜イベント＞ 

「協会テーマ」展示         会場： １Ｆ ＨＡＬＬ２  

開催テーマ「ハイレゾ」に沿って、その背景や技術と家庭での楽しみ方を、
ハードとソフトに加え、使用シーン展示で分かりわすく表現します。 
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。 

・金田明彦氏製作「電流伝送DCアンプ」の凄さ体験   
                              誠文堂新光社 

・アニソンを中心に最上のハイレゾを聴く！    音元出版 

 

家庭でのホームシアターの楽しみ方や、オーディオの試聴環境整備などの
参考になる、展示やセミナーを開催します。 

• ブルーレイディスク™オーディオこそハイレゾだ！ 

• 制作現場が語るハイレゾ物語 

• ハイレゾリューション・レコーディングの新たな可
能性について 



＜イベント＞ 

真空管オーディオ協議会セミナー 
                会場： １８F 182 

     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 182 

音楽ジャンルからの視点で構成された試聴会です。 

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。 

NHKスーパーデモンストレーション                    
                会場： 3F 北2  

 ＮＨＫ技術陣が推進するＡＶ環境、圧巻の映像美「スーパーハイビジョン」 

（８Ｋテレビ）と３次元音響システム「22.2チャンネルマルチ音響システム」を
会場に設置し、迫力の映像と音響を楽しんでいただけます。 

「SPレコードに残されたモーツァルトの名演を真空管アンプで聴く」 

・ハイレゾ対応のDAC比較試聴会（パート1・2・3） 

・ハイレゾ音楽配信を聴く（パート1・2・3） 

・女性ボーカルの魅力 

・ブルーレイディスク™オーディオでハイレゾを聴く 

・最新アンプ比較試聴会（パート1・2・3） 

・最新スピーカー比較試聴会（パート1・2・3） 

・価格帯別コンポの魅力を探る  

・JAZZオーディオの魅力を探る 



＜イベント＞ 

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。 

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 181  

・アナログサウンド大爆発！ 

・これだ！オーディオ術（パート1・2） 

・オーディオって音楽だ！ 

・ジャズ喫茶「MUSIC BIRD」   他 

工作教室                 会場： １Ｆ アトリウム 

恒例になったオリジナルイヤホンとステレオラジオ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。 

 
・「オリジナルイヤホン」を組み立てよう！ 

・「DSP方式のラジオLDIを使った超小型で 

          音質のよいステレオラジオ製作！」 

 

ライブコンサート 
 
 
 
 

     
 

生演奏の魅力を十分に楽しんでいただきます。 
管楽器カルテットと、昨年に引き続き水野由紀「チェロコンサート」、塚谷水無
子「パイプオルガン」の３本立てのコンサート開催です。 

     1F： ＨＡＬＬ１     Bugle Quartet：「吹奏楽」  
     2F： 201     水野由紀 「チェロコンサート」 
    18Ｆ： 181     塚谷水無子「オルガンコンサート」 



メイン・ビジュアル 

＜各種広報ツール展開＞ 

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 

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 

2010年、秋葉原開催時にオーディ

オとホームシアターの楽しさを、驚
きをもって表現した図柄を再度登
場させ、今年の開催テーマ「ハイ
レゾ・オーディオ」に接し、新しさと
違いを感じる様子を表現させまし
た。また、ポスター等で遠くからの
視認性も考慮し、今回の図柄とし
ました。 



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」 
 

（広報予定） 

・放送媒体利用 （FM東京） 
・鉄道広告利用 （ＪＲ/ゆりかもめ/りんかい線駅貼りポスター他） 
・新聞折込チラシ（朝日新聞・読売新聞） 
・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＊ 
一般社団法人日本オーディオ協会 事務局 担当：遠藤 

 （e-mail） info@oto10.jp 
 

（電話）03-3448-1206  （ＦＡＸ）03-3448-1207 

mailto:info@oto10.jp

