
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

2018.1.6
ワルシャワ国立フィルハーモニー管

弦楽団〜ショパンと新世界〜
兵庫芸術文化センター

ヤツェク・カスプシック指揮ワルシャワ国立フィ

ルハーモニー管弦楽団　シャルル・リシャール＝

アムラン(P)

研究室日誌2018.1.7

2018.1.10 PANASONICセンター訪問 PANASONICセンター PANASONICセンター 研究室日誌2018.1.11

2018.1.27
ブルガリアン・ヴォイス　アンジェ

リーテ
兵庫芸術文化センター ゲオルギ・ペトコフ指揮アンジェリーテ 研究室日誌2018.1.28

2018.2.3 PANASONICセンター訪問 PANASONICセンター PANASONICセンター 研究室日誌2018.2.4

2018.2.9 しなの音蔵・シャモニー訪問 しなの音蔵・シャモニー しなの音蔵・シャモニー 研究室日誌2018.2.12

2018.2.24
ケネス･ワイスチェンバロ･リサイタ

ル
兵庫芸術文化センター ケネス･ワイス(チェンバロ) 研究室日誌2018.2.25

2018.3.10 河口無線アキュフェーズ試聴会 河口無線 河口無線 研究室日誌2018.3.11
河口無線ハイフィディリティ試聴

会報告(2018.3.10)

2018.3.18
トゥールーズ･キャピトル国立管弦楽

団演奏会
兵庫芸術文化センター

トゥガン･ソヒエフ指揮トゥールーズ･キャピトル

国立管弦楽団　エマニュエル・パユ(Fl)
研究室日誌2018.3.19

2018.3.24
河口無線日本音響エンジニアリング

試聴会
河口無線 河口無線 研究室日誌2018.3.25

2018.3.25 藤原真理チェロ･リサイタル 兵庫芸術文化センター 藤原真理(Vc)　倉戸テル(P) 研究室日誌2018.3.26

2018.3.28 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2018.3.29

2018.4.6 スダーンのモーツアルトの旅 兵庫芸術文化センター
ユベール・スダーン指揮PACオーケストラ　有

季・ヤンケ(Vn)　大野若菜(Vl)
研究室日誌2018.4.7

2018.4.7
河口無線オルトフォンカートリッジ

試聴会
河口無線 河口無線 研究室日誌2018.4.8

河口無線ハイフィディリティ試聴

会報告(2018.4.7)

2018.4.8 郷古廉ヴァイオリン･リサイタル 兵庫芸術文化センター 郷古廉(Vn)　加藤洋之(P) 研究室日誌2018.4.9

2018.4.11 M氏邸訪問 M氏邸 M氏 研究室日誌2018.4.12 M氏邸訪問記(2018.4.11)

2018.4.20 テクニクス試聴室訪問 テクニクス試聴室 テクニクス試聴室 研究室日誌2018.4.21
テクニクスリスニングルーム試聴

記(2018.4.20)

2018.4.21
河口無線ソナースファベールAmati

Tradition試聴会
河口無線 河口無線 研究室日誌2018.4.22

河口無線ハイフィディリティ試聴

会報告(2018.4.21)

2018.4.28
河口無線マークレヴィソンアナログ

プレイヤーNo515試聴会
河口無線 河口無線 研究室日誌2018.4.29

河口無線ハイフィディリティ試聴

会報告(2018.4.28)

2018.4.29 D氏邸訪問 D氏邸 D氏 研究室日誌2018.4.30 D氏邸訪問記(2018.4.29)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11386
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11415
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11561
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11613
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11663
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11756
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11846
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/b69ac12404ff07990ef098fff17062e8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/b69ac12404ff07990ef098fff17062e8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11900
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11900
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11940
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11946
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11946
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11970
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=11970
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12046
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12053
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/8b04e2a92b94068b2bdaee39e0350872.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/8b04e2a92b94068b2bdaee39e0350872.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12058
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12080
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/ce9b5ae75e2da88dd50aaa83eef7c822.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12136
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/f1c3d21014cbdd40380a20cc910f0043.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/f1c3d21014cbdd40380a20cc910f0043.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12143
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/9bd9d5483068f29c73f7ea9c88a2e86c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/9bd9d5483068f29c73f7ea9c88a2e86c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12194
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/980c251e3dff6daad4e4d98329b31954.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/980c251e3dff6daad4e4d98329b31954.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12215
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/9ce7518d0a545d7cff2bea6e1dee24d3.pdf


2018.5.1
河口無線ゴールデンウイークオー

ディオ三昧
河口無線 河口無線 研究室日誌2018.5.2

河口無線ゴールデンウイークオー

ディオ三昧報告(2018.5.1)

2018.5.1 河口無線カートリッジ試聴 河口無線 河口無線 研究室日誌2018.5.3
河口無線カートリッジ試聴報告

(2018.5.1)

2018.5.1 I氏来訪 自宅 編集者 研究室日誌2018.5.4

2018.5.10 A氏・Y氏・ST氏来訪 自宅 編集者 研究室日誌2018.5.10 DMR-UBZ1の展開(15)

2018.5.12
ロイヤル･リヴァプール･フィルハー

モニー管弦楽団演奏会
兵庫芸術文化センター

ヴァシリー･ペトレンコ指揮ロイヤル･リヴァプー

ル･フィルハーモニー管弦楽団　辻井伸行(P)　三

浦文彰(Vn)

研究室日誌2018.5.13

2018.5.20
シュテファン･テミングリコーダー･

リサイタル
兵庫芸術文化センター シュテファン･テミング(リコーダー) 研究室日誌2018.5.21

2018.5.23 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2018.5.24

2018.5.26 スダーンのブラームスシンフォニー 兵庫芸術文化センター
ユベール・スダーン指揮PACオーケストラ　カー

ル・シュッツ(Fl)
研究室日誌2018.5.27

2018.5.27
テクニクスアナログプレイヤー試聴

会
シマムセンCYMA テクニクス担当者 研究室日誌2018.5.28

シマムセンオーディオ試聴会

(2018.5.27)

2018.5.31 I氏邸訪問 I氏邸 I氏 研究室日誌2018.6.1 I氏邸訪問記（2018.5.31）

2018.6.2
フィリップ＆ギイベートーベンデュ

オマスターピーシズ
兵庫芸術文化センター フィリップ(Vc）＆ギイ(P) 研究室日誌2018.6.3

2018.6.9 S氏・Mt.T2氏・M谷氏来訪 拙宅 編集者 研究室日誌2018.6.10

2018.6.10 アルテミスカルテット 兵庫芸術文化センター アルテミスカルテット 研究室日誌2018.6.11

2018.6.13 A氏邸訪問 A氏邸 A氏 研究室日誌2018.6.14 A氏邸訪問記（2018.6.13）

2018.6.16 トリオヴァンダラー 兵庫芸術文化センター トリオヴァンダラー 研究室日誌2018.6.17

2018.6.23

PANASONICセンターTVコーナー訪

問・ヨドバシカメラ梅田特設コー

ナー訪問

PANASONICセンター・

ヨドバシカメラ梅田
PANASONICセンター・ヨドバシカメラ梅田 研究室日誌2018.6.24

2018.6.24 MYTEK製品試聴会 ヨドバシカメラ梅田 エミライ 研究室日誌2018.6.25
ヨドバシカメラMYTEK製品試聴会

(2018.6.24)

2018.6.27 サウンドフェスタ2018 グランキューブ サウンドフェスタ運営事務局 研究室日誌2018.6.28
サウンドフェスタ2018報告

(2016.6.27)

2018.6.30 菊池洋子ピアノリサイタル 兵庫芸術文化センター 菊池洋子(P) 研究室日誌2018.7.1

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12246
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/f204e0edf3140b14081071f8f6f7c57f.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/f204e0edf3140b14081071f8f6f7c57f.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12265
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/d3ca1d73e3f20c2ff4ae71c4bcf0fc6c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/d3ca1d73e3f20c2ff4ae71c4bcf0fc6c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12276
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12341
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/1d0931badc8029c8b3c6644d57eceee1-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12370
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12443
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12475
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12502
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12508
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/53b445a2963600bcad9e8d72d8250cd4.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/53b445a2963600bcad9e8d72d8250cd4.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12541
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/3217ed2e34e56cef8ba34c89ab2aebd9.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12564
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12624
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12646
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12680
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/f935188b2a7548915795bf51f362ee42.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12713
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12770
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12782
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/4c4b7b82c59071d66080ab0f59f12f15.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/4c4b7b82c59071d66080ab0f59f12f15.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12815
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/511a854426953170cc88b53110a10838.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/511a854426953170cc88b53110a10838.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12842

