
スマホ、カー・ホームオーディオ、ハイレゾも大集合!
音楽ファン大集合“アニソン、ジャズ、クラシックのライブもあるよ”

「東京国際フォーラム」 東京都千代田区丸の内３丁目５−１

２０１７年５月１３日（土）・１４日（日）

本資料は２０１７年2月2１日現在のものです。

記者発表報道資料Ⅰ



＜開催概要＞

名 称： OTOTEN AUDIO・VISUAL FESTIVAL 2017        

公式サイト http://www.oto10.jp

会 期： ５月１３日（土） ～ ５月１４日（日） ＜２日間＞

（５月１２日搬入設営、１４日搬出）

１３日（土） １０：００～１９：００

１４日（日） １０：００～１７：００

会 場： 「東京国際フォーラム」 (ガラス棟4F～7F・B1Fロビー・ホールD5)

〒100-0005東京都千代田区丸の内３丁目５−１

目標来場者数： ２０，０００人 （前回実績） １９，３００人

出展社数： ８３社・団体 （前回実績） ９１社・団体

（2017.2.21現在）

主 催： 一般社団法人 日本オーディオ協会

企 画： 「OTOTEN２０１７」 実行委員会

入場料： 一般 無料

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
日本プロ音楽録音賞運営委員会・一般社団法人日本音響学会
一般社団法人日本映像ソフト協会・株式会社共同通信社

(申請中を含む 順不同)

特別協力：
株式会社NTTドコモ、LG Electronics Japan株式会社、
ソフトバンク株式会社、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

（順不同）

協 賛：
真空管オーディオ協議会・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/


1 株式会社アール・ダブリュー・シー

2 株式会社アイ・オー・データ機器

3 アイテックス株式会社

4 アイレックス株式会社

5 アルパイン株式会社

6 株式会社イースタンサウンドファクトリー

7 AWA株式会社

8 エスカート

9 エタニ電機株式会社

10 株式会社NTTドコモ

11 株式会社エミライ

12 MQA JAPAN

13 有限会社エムズシステム

14 LG Electronics Japan 株式会社

15 エレコム株式会社

16 株式会社オーディオテクニカ

17 有限会社オーディオデザイン

18 株式会社小柳出電気商会

19 株式会社音楽出版社

20 株式会社音楽之友社

21 オトトイ株式会社

22 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

23 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社

24 株式会社音元出版

25 完実電気株式会社

26 協同電子エンジニアリング株式会社

27 クボテック株式会社

28 クラリオン株式会社

29 クリアサウンドポート株式会社

OTOTEN2017出展企業一覧(2017.02.21現在)



30 株式会社クリプトン

31 株式会社光城精工

32 サーモス株式会社

33 株式会社サザン音響

34 シーエスフィールド株式会社

35 株式会社JVCケンウッド

36 株式会社スタックス

37 株式会社ステレオサウンド

38 株式会社スフォルツァート

39 スペック株式会社

40 スポティファイジャパン株式会社

41 株式会社誠文堂新光社

42 ソニー株式会社

43 ソフトバンク株式会社

44 ソフトバンクコマース＆サービス株式会社

45 多摩電子工業株式会社

46 ティアック株式会社

47 株式会社ディーアンドエムホールディングス

48 株式会社ディスクユニオン

49 DYNAUDIO JAPAN 株式会社

50 デイプラネット

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

52 株式会社デジオン

53 株式会社デジタルストリーム

54 株式会社電波新聞社

55 株式会社東和電子

56 株式会社トライオード

57 ナクソス・ジャパン株式会社

58 株式会社ナスペック

59 日本放送協会



（五十音順） 2017.02.21現在

60 ハーマンインターナショナル株式会社

61 パイオニア販売株式会社

62 株式会社ハイファイジャパン

63 パナソニック株式会社

64 株式会社ビデオマーケット

65 ビュージックスコーポレーション

66 フォステクスカンパニー/フォスター電機株式会社

67 株式会社ブライトーン

68 フルテック株式会社

69 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

70 有限会社ボルトアンペア

71 マイオン株式会社

72 三菱電機株式会社

73 株式会社ミュージックバード

74 メモリーテック株式会社

75 メルコシンクレッツ株式会社

76 ヤマハ株式会社

77 株式会社ヤマハミュージックジャパン

78 株式会社ヤマハミュージックメディア

79 LINE MUSIC株式会社

80 ラックスマン株式会社

81 株式会社レーベルゲート

82 株式会社レコチョク

83 株式会社ロッキーインターナショナル



開催テーマ

自分好みのリスニングスタイルとの出会い

１．ストリーミングやハイレゾの配信サービスに焦点をあてた
体験の場を強化。

２．スマホから、カー・ホームオーディオまでオーディオに
関するすべての製品を一堂に展示。

３．集客促進と全体の盛り上げを図るため、OTOTEN大使

プロモーションイベントの展開。

４．分かり易い展示カテゴリー構成とゾーニングの場を構築。

５．コンシェルジェセンターの設置など、来場者と出展社の

マッチングを強化。

スマホ、カー・ホームオーディオ、ハイレゾも大集合!
音楽ファン大集合“アニソン、ジャズ、クラシックのライブもあるよ”

キャッチ・コピー

会場を東京国際フォーラムに移し、展示・イベント内容を
一新することで、既存コアユーザー層を維持しつつも、女
性層、若年層を重点的に、幅広く顧客層の開拓を推進し
ます。



JR線
•有楽町駅より徒歩1分
•東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)

地下鉄
•有楽町線 ： 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）
•日比谷線 ： 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
•千代田線 ： 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
•丸ノ内線 ： 銀座駅より徒歩5分
•銀座線 ： 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
•三田線 ： 日比谷駅より徒歩5分

首都高速道路
•霞ヶ関出口から晴海通り
•神田橋出口から日比谷通り
•宝町出口から鍛冶橋通り
•京橋出口から鍛冶橋通り

長時間割引

月～金曜日（祝日を除く）の開館時間[7：00～23：30]のみ
2,000円/5時間超から10時間まで
※10時間を超えた場合でも、2,000円＋通常料金（200円/30分）でご利用いただけます。
[電気自動車]専用1台 100V充電対応（充電料無料）

営業時間
7：00～23：30 年中無休
ご利用料金
200円/30分
駐車対象車
高さ2.2m・幅1.9m・長さ5.4m以内
(大型バス、トラック、オートバイ、
自転車など駐車不可)
駐車台数
420台 (うち身障者用7台、
電気自動車用1台)

電車利用

車利用



事務局

イベント会場

セミナー会場

総合受付＆専門誌販売

カーAV展示配信会社紹介コーナー

公開収録会場



ポータブルアンプ、ヘッドホンアンプ、DAC、ハイレゾミニコンポ、ポータブルス
ピーカー、ヘッドホン・イヤホンを扱う企業の出展です。１社単独使用やテーブ
ル共同使用を行います。オーディオソフト販売も行います。

＜ご出展＞

「ブース」出展

ハイレゾカーオーディオ（デモカー）展示ブース、音楽配信会社紹介ブース及
び総合インフォメーション、コンシェルジェ・カウンターがあります。オーディオ
専門誌・新聞等の書籍販売ブースも設置します。

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。

会場： 4Ｆ G401～410

会場： 5Ｆ G501～510
オーディオやホームシアター機器を、展示・デモするブースです。
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： 6Ｆ G601～610

ハイエンドオーディオ機器を、展示・デモするブースです。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。「音のサロン」の部屋も
あります。

会場： B１Ｆ 特設会場

会場： 7Ｆ G701、ラウンジ

G701は、オーディオ専門誌主催のセミナーや出展社のセミナーが行われま
す。ラウンジは、ミュージックバードの公開収録などが行われるスペースで
す。

会場： D棟5F ホールD5・D502・D503、4F D401 

ホールD5は基調講演やOTOTEN大使称号授与式＆イベント、日本音楽ス
タジオ協会セミナーが行われます。D401では、NHKの8Kデモが行われます。



基調講演 会場：D棟5FD5ホール

＜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。

・「ストリーミングで広がる、オーディオの新たな可能性」

スポティファイジャパン株式会社 代表取締役社長 玉木 一郎氏

協会セミナー 会場：D棟7F「G701」

・パネルディスカッション「ストリーミングってなんだ！」

協力:一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

司会:岸原孝昌氏（一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム専務理事）

OTOTEN大使称号授与式＆イベント 会場：D棟5FD5ホール

会期中イベント協力頂けるアーティストをOTOTEN大使として任
命し、会期前から様々な情報を発信して音楽リスナーの来場を
促進します。また彼らをミュージックパートナーとして、会場で紹
介します。

・伊東たけし（T-SQUARE） 新譜試聴＆トーク

（出演） 伊東 たけし（T-SQUARE）

・Diskunion PRESENTS OTOTEN SPECIAL LIVE

（出演） 大橋 祐子トリオ、MAYA、村上 紗由里

・OTOTEN アニソン SPECIAL LIVE

（出演） Mia REGINA、SCREEN mode

・堀沙也香(チェロ) スペシャルコンサート

（出演） 堀 沙也香



＜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。

音のサロン 会場：ガラス棟6F「G610」

音楽ジャンルからの視点で構成された試聴会です。

・「今話題の真空管コルグNutube×6フォノイコライザー」

でアナログレコードを聴く

・最新アンプ6機種比較試聴 講師：小原由夫氏

・最新スピーカー6機種比較試聴会 講師：麻倉怜士氏

・最新ハイレゾ機器6機種比較試聴会 講師：角田郁雄氏

・堀沙也香の演奏とCDの聴き比べ 出演：堀沙也香

※ディスクトップオーディオシステム試聴ブースもあり

日本音楽スタジオ協会セミナー 会場：D棟5FD5ホール

・「ハイレゾ録音製作現場の最前線を伝える」

（第一部）ハイレゾ時代における感性価値から見た音源制作と最新音

源デモ

講師：高田英男氏（一般社団法人日本音楽スタジオ協会会長）

（第二部）最前線・録音制作現場レポート

講師：内沼映二氏（一般社団法人日本音楽スタジオ協会名誉会長）

出展社セミナー 会場：ガラス棟7F「G701」

・「デイプラネット」セミナー 講師：丸山徹氏



＜イベント＞

真空管オーディオ協議会セミナー 会場：ガラス棟6F「G610」

日本オーディオ協会は、5年間続く「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。

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 会場：D棟4F「D401」

日本放送協会によるデモが行われます。迫力の映像と音響を楽しんでい
ただけます。（デモ時間等詳細は、後日発表）

「今話題の真空管コルグNutube×6フォノイコライザー」でアナログレコードを聴く

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 会場ガラス棟7F「ラウンジ」

「スーパーハイビジョン試験放送受信公開（出展：NHK）」（予定）

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：ガラス棟7F「G701」

・オーディオDCアンプで聴くハイレゾとアナログ
（主催）株式会社誠文堂新光社

・（第１部）ハイレゾ＆オープンジャズ＆ギター生録 by ビンテージマイク

（第２部）パッケージとストリーミングの最新技術（MQA)提案と試聴

（主催）株式会社音楽之友社
・アナログVSハイレゾ洋楽からアニソンまで

（主催）株式会社音元出版
・究極のアナログチェックディスク体験！

（主催）株式会社ステレオサウンド



メイン・ビジュアル

＜各種広報ツール展開＞

配布数 5万枚

配布時期 4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：4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：
2月22日～年内

■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

美しい女性の、ハツラツとした上
質な躍動感を「光の五線譜」で包
み込み「新しいオーディオの世界」
を表現しました。
この「新しいビジュアル」もって
生まれ変わった「OTOTEN」のイ
メージを広く訴求して参ります。



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

・ＷＥＢの活用 （協会ホームページ・オーディオ専門誌Web・

出展企業Web・OTOTEN大使アーティストWeb）

・印刷物利用 （ポスター・パンフレット）

・ＳＮＳの利用 （協会Facebook・OTOTEN大使アーティスト他）
・報道媒体利用 （オーディオ専門誌・電波新聞）
・放送媒体利用 （東京FM）

＜ 広 報 ＞
（広報予定）

mailto:info@oto10.jp

