記者発表報道資料Ⅱ
各種イベント詳報
（2018 年 3 月 14 日現在）

各イベントの出演者・講師の方々の写真は以下よりご使用ください。
公式ホームページ：

http://www.oto10.jp/
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[各種イベント開催概要]
＜オープニングセレモニー＞ ■開催場所：D 棟 5F ホール D5
（日時） 6 月 16 日（土） ９：３０～９：５５
内容は決定次第発表します。

＜基調講演＞

■開催場所：D 棟 5F ホール D5

（日時） 6 月 16 日（土） １０：１５～１１：１５
内容は決定次第発表します。

＜協会イベント＞

■開催場所：ガラス棟 7F「G701」

「トーク＆試聴セッション ニューアルバム Laidback2018 制作秘話」
（日時） 6 月 16 日（土） １５：３０～１７：００
（主催） 一般社団法人日本オーディオ協会
（出演） 井筒 香奈江さん
高田 英男氏（エンジニア）

井筒 香奈江さん

＜協会セミナー＞

高田 英男氏

■開催場所：D 棟 5F ホール D5

「フォーマットの違い聴き比べとミニライブ」
（日時） 6 月 16 日（土） １７：００～１８：３０
（主催） 株式会社ディスクユニオン・一般社団法人日本オーディオ協会
（出演） 情家 みえさん（ジャズボーカル）
（講師） 麻倉 怜士氏

情家 みえさん
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麻倉 怜士氏

＜日本音楽スタジオ協会セミナー＞

■開催場所：D 棟 5F ホール D5

～ハイレゾの極み～「録音を知らないでオーディオは語れない」
（日時） 6 月 17 日（日） １０：３０～１２：００
（主催） 一般社団法人日本音楽スタジオ協会
第一部：「日本オーディオ協会監修ハイレゾリファレンス音源について」
（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：ビッグバンド第 4 弾「384KHz/32Bit ハイレゾマスター/アナログラッカ
ー盤比較試聴」
（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）

高田 英男氏

＜専門誌セミナー＞

内沼 映二氏

（開催日時順）

1. オーディオ DC アンプで聴くハイレゾとアナログ

■開催場所：ガラス棟 7F「G701」
（日時）
（講師）
（主催）

6 月 16 日（土） １０：１５～１１：４５
金田 明彦氏
株式会社誠文堂新光社

金田 明彦氏

2. 蓄音機の名機と現代プレイーヤーで聴く 昭和流行歌＆ポップス

■開催場所：D 棟 5F ホール D5
（日時）
（講師）
（主催）

6 月 16 日（土） １２：００～１３：３０
篠田 寛一氏
株式会社音楽之友社

篠田 寛一氏
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3.

「高品位レコーディング化が進むアニソンをハイレゾで聴く！」

■開催場所：D 棟 5F ホール D5
（日時） 6 月 16 日（土） １４：３０～１６：００
（講師） 野村 ケンジ氏
（主催） 株式会社音元出版

野村 ケンジ氏

4. 「頂上のハイレゾサウンドを聴く！」
DSD11.2MHz が再現するマスターテープの音

■開催場所：D 棟 5F ホール D5
（日時） 6 月 17 日（日） １３：００～１４：３０
（講師） 三浦 孝仁氏
（司会） 染谷 一氏（季刊ステレオサウンド編集長）
(主催）

株式会社ステレオサウンド

三浦 孝仁氏

＜出展社セミナー＞

■開催場所：ガラス棟 7F「G701」

1. MQA セミナー:
「今明かす MQA のすべて！」“MQA の最新情報を知り、MQA を聴く”
（日時）
6 月 16 日（土） １２：４５～１４：４５
6 月 17 日（日） １０：１５～１１：１５
（講師）
ボブ・スチュアート氏（MQA Ltd.会長・最高技術責任者）
（主催）
MQA Ltd.

ボブ・スチュアート氏
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2. Qualcomm セミナー:
「Qualcomm の最新オーディオプラットホーム」
“aptX HD による最新デバイスのラインナップ紹介”
（日時）
6 月 16 日（土） １８：００～１９：００
6 月 17 日（日） １２：１５～１３：１５
（講師）
大島 勉氏
（Qualcomm CDMA テクノロジーズ マーケティングマネージャー）
（主催）Qualcomm

大島 勉氏

3. 須山歯研セミナー:
「オーディオと聴覚〜ちょっと耳寄りな話〜」
（日時）
6 月 17 日（日） １４：１５～１５：１５
（講師）
須山 慶太氏（代表取締役社長）
（主催）
株式会社須山歯研

須山 慶太氏

＜音のサロン＞

■開催場所：ガラス棟 6F「G610」

各プログラムでの使用機器は、後日ホームページ上でご案内します。タイトル
は仮です。
（デモ時間等詳細は、後日発表）
1.真空管オーディオ協議会セミナー
(講師)
新 忠篤氏
（主催） 真空管オーディオ協議会

2.話題のアンプ・アナログプレーヤー比較試聴会
（講師） 小原 由夫氏
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3.話題のスピーカー比較試聴会
（講師） 麻倉 怜士氏

4.フォーマット比較試聴会
（講師）
麻倉 怜士氏

5.新ネットワークオーディオ講座
（講師） 角田 郁雄氏

※スピーカーで聴くデスクトップオーディオシステムの試聴ブースもあり

＜音楽番組公開録音＞

■開催場所：D 棟 5F ホール D5

ミュージックバードによる音楽番組公開録音が行われます。
「真空管オーディオ大放談＆ミニライブ」
（日時） 6 月 17 日（日） １５：３０～１６：４５
（出演） ウイリアムス浩子（ジャズボーカル）
（講師）

大橋 慎氏（㈱サンバレーオーディオ）

ウイリアムス浩子さん
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大橋 慎氏

＜ＮＨＫ＞ ■開催場所：B1F ロビーギャラリー＆ガラス棟 5F「502」
8K SUPER Hi-VISION 体験
「究極の映像と音響がここにある」
NHK が中心となって開発を進めてきた
「スーパーハイビジョン」
今年 12 月からの本放送開始を前に視聴体験
※記載情報は、3 月 14 日現在のものです。
タイトルは予定です。都合により変更の時はホームページ上で随時更新いたし
ます。
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