
年月日 題名 開催場所 演奏家・主催・訪問先 研究室日誌リンク レポートリンク

2017.6.3
シマムセンオーディオ試聴会

(B&W800D3)
シマムセンCYMA シマムセン 研究室日誌6月4日

シマムセンオーディオ試聴会

(2017.6.3)

2017.6.6 チェンバロコンサート 宝塚ベガホール 中田聖子(チェンバロ)　多武和民(マンドリン) 研究室日誌6月7日

2017.6.7 M 氏邸システム試聴会 M氏邸 M氏 研究室日誌6月8日 M 氏邸訪問記(2016.6.7)

2017.6.10
ハインツ・ホリガーオーボエトリオ演

奏会
兵庫芸術文化センター

ハインツ・ホリガー(Ob）荒木奏美(Ob）宮田まゆみ

(笙)
研究室日誌6月11日

2017.6.11

カール・ハインツ・シュッツ＆シャル

ロッテ・バルツェライトデュオリサイ

タル

満仲ホール
カール・ハインツ・シュッツ(Fl)　シャルロッテ・バル

ツェライト(Hp)
研究室日誌6月12日

2017.6.17 ユベール・スダーンモーツアルトの旅 兵庫芸術文化センター
ユベール・スダーン指揮兵庫芸術文化センター管弦楽

団　フェリックス・クリーザー(ホルン)
研究室日誌6月18日

2017.6.21 クレデンザコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌6月22日

2017.6.22 サウンドフェスタ2017 グランキューブ大阪 サウンドフェスタ運営事務局 研究室日誌6月23日
サウンドフェスタ 2016 報告

(2017.6.22)

2017.6.25
上新電機オーディオ試聴会(ソウルノー

トD-1)
上新電機日本橋1番館 上新電機 研究室日誌6月26日

上新電機オーディオ試聴会

(2017.6.25)

2017.7.8
バッハ・テレマン・ヘンデルバロック

音楽いいとこどり
アゼリアホール 延原武春指揮テレマン室内オーケストラ 研究室日誌7月9日

2017.7.12 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌7月13日

2017.7.16
シマムセンオーディオ試聴会(CSPORT

新製品)
シマムセンCYMA シマムセン 研究室日誌7月17日

シマムセンオーディオ試聴会

(2017.7.15)

2017.7.22
河口無線ハイフィディリティ試聴会

(ハーベスSuper HL5PLUS-A)
河口無線 河口無線 研究室日誌7月23日

河口無線ハイフィディリティ

試聴会報告(2017.7.22)

2017.7.30 クレッセント室内アンサンブル演奏会 世良美術館 クレッセント室内アンサンブル 研究室日誌7月31日

2017.8.5 2017大阪サウンドコレクション 心斎橋ハートンホテル 大阪サウンドコレクション実行委員会 研究室日誌8月6日
2017 大阪サウンドコレクショ

ン報告(2017.8.5)

2017.8.12 市民のためのオルガンコンサート 宝塚ベガホール 久保田真矢(パイプオルガン)　美堂舞(ソプラノ) 研究室日誌8月13日

2017.8.13 河口無線夏のオーディオ三昧 河口無線 河口無線 研究室日誌8月14日
河口無線夏のオーディオ三昧

報告(2017.8.13)

2017.8.13
河口無線カートリッジ試聴会(My Sonic

カートリッジ)
河口無線 河口無線 研究室日誌8月15日

河口無線カートリッジ試聴報

告（2017.8.13）

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=9973
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/5755d76fc6dd42c6af5cdec986dc2372.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/5755d76fc6dd42c6af5cdec986dc2372.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=9990
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=9996
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/2c1b123872dbc3cec5a725752b57d909.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10016
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10021
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10060
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10083
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10089
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/f13c7593dc9bed9483b3986dcb845643.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/f13c7593dc9bed9483b3986dcb845643.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10108
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/fffb1785486ce7cd7f0515f6a9d3ad1f.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/fffb1785486ce7cd7f0515f6a9d3ad1f.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10189
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10216
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10234
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/c137634c34c30e397dc624198e964d22.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/c137634c34c30e397dc624198e964d22.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10275
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/27dcd954e4e6357b48e766d7c2d94bc6.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/27dcd954e4e6357b48e766d7c2d94bc6.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10319
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10350
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/c1c5879e9dd6372d0854d5a10c1d75d1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/c1c5879e9dd6372d0854d5a10c1d75d1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10394
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10403
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/a866d517b70592c03a9a5e34f47eefcf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/a866d517b70592c03a9a5e34f47eefcf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10408
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cfaffc272c9531e201c4da71b7029c74.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cfaffc272c9531e201c4da71b7029c74.pdf


2017.8.26
シマムセンオーディオ試聴会

(DIATONE DS-4NB70 )
シマムセンCYMA シマムセン 研究室日誌8月27日

シマムセンオーディオ試聴会

(2017.8.26)

2017.9.3
上新電機オーディオ試聴会(ESOTERIC

フォノイコライザーE-02)
上新電機日本橋1番館 上新電機 研究室日誌9月4日

上新電機オーディオ試聴会

(2017.9.3)

2017.9.5 N氏邸システム試聴 N氏邸 N氏 研究室日誌9月6日 N 氏邸訪問記(2017.9.5)

2017.9.13 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌9月14日

2017.9.18
日下沙矢子＆ベルリンコンツェルトハ

ウス室内オーケストラ
兵庫芸術文化センター

日下沙矢子(Vn)　ベルリンコンツェルトハウス室内

オーケストラ
研究室日誌9月19日

2017.9.23

シマムセンオーディオ試聴会

(ESOTERICネットワークプレイヤー N-

01フォノイコライザーE-02)

シマムセンCYMA シマムセン 研究室日誌9月24日
シマムセンオーディオ試聴会

(2017.9.23)

2017.9.23 OTTAVA f SC-C70試聴 テクニクス試聴室 テクニクス 研究室日誌9月24日
テクニクスリスニングルーム

試聴記(2017.9.23)

2017.9.24
ベートーベン3つの弦楽3重奏曲全曲演

奏会
宝塚ベガホール ロータスカルテット 研究室日誌9月25日

2017.9.27 M 氏邸システム試聴 M 氏邸 M 氏 研究室日誌9月28日 M 氏邸訪問記(2017.9.27)

2017.10.1
エリック・ホープリッチ＆ロンドン・

ハイドン弦楽四重奏団演奏会
兵庫芸術文化センター

エリック・ホープリッチ(バセットホルン)　ロンドン・

ハイドン弦楽四重奏団演奏会
研究室日誌10月2日

1027.10.7
河口無線ハイフィディリティ試聴会

(ラックスマンL-509X)
河口無線 河口無線 研究室日誌10月8日

河口無線ハイフィディリティ

試聴会報告(2017.10.7)

2017.10.9 フォンス・ムジケ演奏会 兵庫芸術文化センター フォンス・ムジケ 研究室日誌10月10日

2017.10.14 市民のためのオルガンコンサート 宝塚ベガホール 富田一樹(パイプオルガン) 研究室日誌10月15日

2017.10.21 ケルン放送交響楽団演奏会 兵庫芸術文化センター 佐渡裕指揮ケルン放送交響楽団 研究室日誌10月22日

2017.10.22
堀米ゆず子＆ジャン・マルク・ルイサ

ダデュオリサイタル
兵庫芸術文化センター 堀米ゆず子(Vn)　ジャン・マルク・ルイサダ(P) 研究室日誌10月23日

2017.10.24 チェンバロコンサート 宝塚ベガホール
中田聖子(チェンバロ)　河内知子(Vn)　樋口裕子(バ

ロックダンス)
研究室日誌10月25日

2017.10.28
河口無線ハイフィディリティ試聴会(ク

アドラルスピーカー)
河口無線 河口無線 研究室日誌10月29日

河口無線ハイフィディリティ

試聴会報告(2017.10.28)

2017.10.28 OTTAVA f SC-C70試聴 テクニクス試聴室 テクニクス 研究室日誌10月29日
テクニクスリスニングルーム

試聴記(2017.10.28)

2017.11.8 テレマン室内オーケストラ演奏会 兵庫芸術文化センター 延原武春指揮テレマン室内オーケストラ 研究室日誌11月9日

2017.11.10 2017大阪ハイエンドオーディオショウ 心斎橋ハートンホテル 大阪ハイエンドオーディオショウ実行委員会 研究室日誌11月11日
大阪ハイエンドオーディオ

ショウ 2017 報告(2017.11.10)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10477
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/f21935087bdb6bf9bc73f2fea937a7bd.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/f21935087bdb6bf9bc73f2fea937a7bd.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10521
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/8244bcea285153b40f247c95d76ce2bc.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/8244bcea285153b40f247c95d76ce2bc.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10537
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/bdedfa61382313e4de85ed25195004a5.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10580
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10610
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10638
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/63dbf3f042f1fd4ffae98a130a89d815.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/63dbf3f042f1fd4ffae98a130a89d815.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10638
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/d90a0ed092623f8247956f2f32527c89.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/d90a0ed092623f8247956f2f32527c89.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10644
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10665
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/b1cb36594ea69b13ee39ddff51b6d193.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10693
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10734
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cf5f6acb4ebd22d9677a8a882665b178.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cf5f6acb4ebd22d9677a8a882665b178.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10747
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10772
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10826
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10838
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10850
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10878
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/ac223cd2632e9a6461587a8e2b95614a.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/ac223cd2632e9a6461587a8e2b95614a.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10878
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/742b0414b649bad2481fd613a6b4eccf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/742b0414b649bad2481fd613a6b4eccf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10941
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10957
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/42be2855487a62f3accc4fcc2bbf640d.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/42be2855487a62f3accc4fcc2bbf640d.pdf


2017.11.11 オーディオセッション in Osaka 2017 南船場ハートンホテル 大阪オーディオフェアー実行委員会 研究室日誌11月12日
オーディオセッション in

Osaka 2017 報告(2017.11.11)

2017.11.16 よりみち音楽会 宝塚ベガホール 清水公望(Vn) 研究室日誌11月17日

2017.11.18 デジュー・ラーンキピアノリサイタル 兵庫芸術文化センター デジュー・ラーンキ(P) 研究室日誌11月19日

2017.11.19 J･S･バッハ レクチャーコンサート ザ・フェニックスホール 大槻晃士他 研究室日誌11月20日

2017.11.25
アレクサンダー・クリヒェッルピアノ

リサイタル
兵庫芸術文化センター アレクサンダー・クリヒェッル(P) 研究室日誌11月26日

2017.11.30 OTTAVA f SC-C70試聴 テクニクス試聴室 テクニクス 研究室日誌12月1日

2017.12.2 ウィーン交響楽団演奏会 兵庫芸術文化センター
フィリップ・ジョルダン指揮ウィーン交響楽団　樫本

大進(Vn)
研究室日誌12月3日

2017.12.9 市民のためのオルガンコンサート 宝塚ベガホール 中山幾美子(パイプオルガン)　京都バッハ合唱団 研究室日誌12月10日

2017.12.10 ベガ メサイア 宝塚ベガホール
中村健指揮テレマン室内オーケストラ　ベガメサイア

を歌う会　宝塚少年少女合唱団
研究室日誌12月11日

2017.12.13 ゲヴァントハウス弦楽四重奏団演奏会
千里金蘭大学佐藤記念講

堂
ゲヴァントハウス弦楽四重奏団 研究室日誌12月14日

2017.12.16
河口無線ハイフィディリティ試聴会

(フェーズメーション新製品)
河口無線 河口無線 研究室日誌12月17日

河口無線ハイフィディリティ

試聴会報告(2017.12.16)

2017.12.24
ベガ ジュニア アンサンブル 11thコン

サート
宝塚ベガホール

木許裕介指揮ベガ ジュニア アンサンブル　山中裕平

(Vn)
研究室日誌12月25日

2017.12.28 河口無線冬のオーディオ三昧 河口無線 河口無線 研究室日誌12月29日
河口無線冬のオーディオ三昧

報告(2017.12.28)

同上 同上 同上 同上 同上
河口無線カートリッジ試聴報

告(2017.12.28)

同上 同上 同上 同上 同上
ディジタルアキュライザー

DACU-500の導入(8)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10962
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/59e4fd4ecef914fbe01a51745416fe81.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/59e4fd4ecef914fbe01a51745416fe81.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=10988
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11003
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11008
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11049
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11084
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11096
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11151
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11161
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11191
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11214
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/a95dd66e4052b3bb2702a9f363e1da9b.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/a95dd66e4052b3bb2702a9f363e1da9b.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11272
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11308
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/d43c26ab1078abdc1769fbcd621ec709.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/d43c26ab1078abdc1769fbcd621ec709.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/32aae3f8c442fffe07a3e3c34aa8a6f8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/32aae3f8c442fffe07a3e3c34aa8a6f8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/11e54bb95f5634739dc7020ffce7f5d6.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/11e54bb95f5634739dc7020ffce7f5d6.pdf

