
観る！聴く！触る！
体験しようハイレゾと４Kシアター

「タイム２４」 東京都江東区青海2-4-32

２０１５年１０月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日）
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開催テーマ



＜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１６日（金） ～ １０月１８日（日） ＜３日間＞

（１０月１５日搬入設営、１８日搬出）

１６日（金） １１：００～１８：００

１７日（土） １０：００～１８：００

１８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： ２１，０００人 （前回実績） ２０，２００人

出展社数： ８４社・団体 （前回実績） ９２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
一般社団法人臨海副都心まちづくり協議会
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
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/


音展2015出展企業一覧(2015.07.22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 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

3 アドフォクス株式会社 東京都青梅市

4 株式会社イースタンサウンドファクトリー 神奈川県横浜市

5 株式会社エーイーティ 東京都北区

6 エスカート 千葉県浦安市

7 S'NEXT株式会社 神奈川県川崎市

8 株式会社エヌエスイー 東京都調布市

9 株式会社エミライ 東京都文京区

10 オーロラサウンド株式会社 神奈川県横浜市

11 Oppo Digital Japan株式会社 東京都港区

12 株式会社小柳出電気商会 東京都文京区

13 株式会社東和電子 東京都品川区

14 オリンパス株式会社 東京都新宿区

15 株式会社音楽出版社 東京都文京区

16 株式会社音楽之友社 東京都新宿区

17 オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパン株式会社 東京都中央区

18 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社 東京都中央区

19 株式会社音元出版 東京都千代田区

20 株式会社カメラータ・トウキョウ 東京都渋谷区

21 完実電気株式会社 東京都千代田区

22 木曽興業株式会社 愛知県名古屋市

23 株式会社キットヒット 福岡県北九州市

24 株式会社キューテック 東京都港区

25 株式会社キングインターナショナル 東京都文京区

26 QUALIA JAPAN 株式会社 神奈川県横浜市

27 クボテック株式会社 東京都千代田区

28 株式会社クリプトン 東京都新宿区

29 株式会社光城精工 青森県平川市

30 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

31 シーエスアール株式会社 東京都港区

32 シーエスフィールド株式会社 富山県富山市

33 シャープ株式会社 大阪府大阪市

34 女子オーディオの会 神奈川県川崎市

35 株式会社スタックス 埼玉県富士見市

36 株式会社ステレオサウンド 東京都港区

37 株式会社スフォルツァート 東京都日野市

38 スペック株式会社 東京都千代田区

39 株式会社誠文堂新光社 東京都文京区

40 ソニー株式会社 東京都港区

41 ソニーマーケティング株式会社 東京都港区

42 第一通信工業株式会社 神奈川県厚木市



43 株式会社タイムロード 東京都港区

44 株式会社DIASOUL 兵庫県神戸市

45 タワーレコード株式会社 東京都渋谷区

46 ティアック株式会社 東京都多摩市

47 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

48 株式会社Digital Stream 神奈川県相模原市

49 株式会社ディスクユニオン 東京都千代田区

50 デイプラネット 東京都品川区

51 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

52 株式会社Teragaki-Labo 東京都大田区

53 株式会社テレビ朝日 東京都港区

54 株式会社電波新聞社 東京都品川区

55 株式会社トライオード 埼玉県越谷市

56 ナクソス・ジャパン株式会社 東京都世田谷区

57 株式会社ナスペック 岐阜県岐阜市

58 日本放送協会 東京都渋谷区

59 一般社団法人日本レコード協会 東京都港区

60 株式会社ニューオプト 神奈川県川崎市

61 株式会社ハイファイジャパン 東京都千代田区

62 株式会社バッファロー 愛知県名古屋市

63 パナソニック株式会社 大阪府門真市

64 花田スピーカー研究所 福岡県北九州市

65 株式会社ハピネット 東京都台東区

66 ヒビノインターサウンド株式会社 東京都港区

67 ファルコン株式会社 奈良県生駒郡

68 フォステクスカンパニー/フォスター電機株式会社 東京都昭島市

69 株式会社ブライトーン 東京都新宿区

70 フルテック株式会社 東京都品川区

71 一般社団法人 日本音楽スタジオ協会 東京都新宿区

72 有限会社ボルトアンペア 東京都千代田区

73 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

74 三菱電機株式会社 東京都千代田区

75 株式会社ミヤザワ 神奈川県藤沢市

76 株式会社ミュージックバード 東京都千代田区

77 メモリーテック株式会社 東京都港区

78 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市

79 株式会社ヤマハミュージックジャパン 東京都港区

80 ヨシノトレーディング株式会社 愛知県蒲郡市

81 ラックスマン株式会社 神奈川県横浜市

82 株式会社ローヤル産業 埼玉県さいたま市

83 株式会社ロッキーインターナショナル 東京都荒川区

84 有限会社六本木工学研究所 東京都港区



開催テーマ

観る！聴く！触る！
体験しようハイレゾと４Kシアター

１．ハイレゾ機器・音源体験の場を強化。

２．ポータブル機器・ヘッドホンで

ハイレゾ体験できる場を強化。

３．サウンドバーやドルビーアトモス、４K映像

のホームシアター体験の場を強化。

聴くぞ、ハイレゾ！
今日から広がる感動新世界

キャッチ・コピー

昨年の「ハイレゾ」の情報発信と啓発の展示会から、
2015年の「オーディオ・ホームシアター展」は、「ハイレゾ」
の認知・普及の展示会と位置づけます。



＜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新技術デモ

出展社
セミナー

ホーム シアター
体験室 セミナー

セミナー
コンサート

会場

専門誌販売

工作教室

ソフト販売

ソフト販売

ネットワークオーディオ委員会



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、201～207

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/2F 特設会場

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

•ジャズ専用スピーカー！？JAZZMAN

•DELAで始めるハイレゾオーディオ講座

•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Ⅱ

•体感！！５チャンネルマルチサウンドミュージックの世界

•女性も聴きたい話題の「UHQCD」

•英CSR社・高音質デジタルアンプDDFAの紹介

（プログラム予定）



日本オーディオ協会セミナー 会場：１F ＨＡＬＬ１

日本オーディオ協会の今年の活動テーマ「ハイレゾ」に関する情報発信を行
います。

ＮＨＫ特別セミナー 会場： １F ＨＡＬＬ１

＜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。

・麻倉 怜士の“ブルーレイディスク™ディスク“の徹底試聴！

・麻倉怜士のハイレゾでここまで変わる！

“演奏～録音～再生の世界 トーク＆試聴・・・”

会場：2F 202

・聴けば分かる！ハイレゾ比較試聴セミナー』
特別収録ハイレゾリューション音源を聴き比べながらハイレゾについて詳
しく解説致します。

協力：JEITAネットワークオーディオ専門委員会

ＮＨＫの看板ドラマの一つ「連続テレビ小説」通称「朝ドラ」。半年間の長丁場、
毎朝、視聴者を魅了し続けるためには、音楽の力が欠かせません。
「あまちゃん」など多くのドラマ音楽制作に携わってきた音響デザイナーが、
「朝ドラ音楽」の魅力や舞台裏など、知られざる音の演出のヒミツを明かしま
す。

• 「朝ドラ音楽はこうして創られる！」
～「あまちゃん」から「あさが来た」まで

日本音楽スタジオ協会セミナー 会場： １F ＨＡＬＬ１

• 「レコーディング・エンジニアから見た
ハイレゾリューション」



ホームシアター体験室セミナー 会場： 2F 203

オーディ専門誌によるセミナーです。
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

＜イベント＞

・超シンプルDCアンプで聴くアナログ＆ハイレゾ音源
誠文堂新光社

・これが本当のハイレゾの音だ！

音楽之友社

・人気シンガーが挑んだDSD11.2MHz音源、その舞台裏に迫る

音元出版

・ポピュラーミュージックの宝物を聴く

ステレオサウンド

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。

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。

・調音セミナー音響共鳴管の原理を利用し低音から高音域まで
響きを整えるヤマハ調音パネルの実力と配置方法を解説 ヤマハ（株）

・22.2ch立体音響 （株）テレビ朝日

・準備中 （株）アコースティっクデザインシステム

A・V環境改善・講座委員会セミナー 会場： 2F 203

・HDR（ハイダイナミックレンジ）最新事情
～HDRの解説およびデモンストレーションと映像調整術～

・最新リスニングルームの音響技術
～オーディオ機器の性能をフルに引き出すための手法解説～



＜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、3年間と続く「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を中心として進められている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。

「アナログの原点 SPレコードを真空管アンプで聴く」

・ハイレゾでポップスを聴く

・BDオーディオでクラシックを聴く

・「ジャズオーディオが10倍楽しくなるケーブルチューニング」

・ハイレゾでアニソンを聴く

・女性ボーカルの魅力

・最新アンプ5機種比較試聴会

・最新スピーカー6機種比較試聴会

・最新ハイレゾオーディオ機器6機種比較試聴会

・価格帯別コンポの魅力



＜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。

人気番組公開収録 会場： 18Ｆ 181

・ジャズ喫茶「MUSIC BIRD」

・ザ・サウンド・イン・マイ・ライフ

・オーディオ実験工房

・「真空管・オーディオ大放談」

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やステレオラジオ、スピーカーの

工作教室の開催です。

・「リケーブルタイプ新開発ダイナミック型イヤホン組立教室」

S’NEXT（株）

・「DSP方式のラジオLSIを使った超小型ステレオラジオ製作教室」

・「真空管と半導体ハイブリッドプリメインアンプキット

“TU-H82”組立教室」

（株）電波新聞社

・「無指向性スピーカー“独楽缶”工作教室」

（株）ステレオサウンド

ライブコンサート 会場： 1Ｆ 「HALL1」

日本で最も長い歴史と伝統を誇る学生ビッグバンドサークルで、クラリネット奏
者の北村 英治氏をはじめとして、数々のプロミュージシャンを輩出している、

「 Keio Light Music Society」による演奏を楽しんでいただきます。

ト

＜出演＞ Keio light music society



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：
9月上旬～2016年1月初旬

※８月初旬一般情報
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

今年の開催テーマ「観る！聴く！
触る！体験しようハイレゾと４Kシ

アター」とメインコピー「聴くぞ！ハ
イレゾ！今日から広がる感動新世
界」に接し、新しさと体験を促す様
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。



・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）
・地域商業施設利用

（一般社団法人臨海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：村松

（e-mail） info@oto10.jp

（電話）03-3448-1206 （ＦＡＸ）03-3448-1207

mailto:info@oto10.jp

