
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

2018.7.7 テレマンアンサンブル演奏会 アゼリアホール テレマンアンサンブル 研究室日誌2018.7.8

2018.7.14 Wharfedaleスピーカー試聴会 ヨドバシカメラ梅田 ロッキーインターナショナル 研究室日誌2018.7.15
ヨドバシカメラWharfedaleス

ピーカー試聴会 (2018.7.14)

2018.7.21 宝塚パリ祭 宝塚ソリオホール 音楽監督吉田幸生 研究室日誌2018.7.22

2018.7.22 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2018.7.23
2018大阪サウンドコレクショ

ン報告(2018.7.22)

2018.8.1 編集者宅オーディオ 編集者宅 編集者 研究室日誌2018.8.2
MySonicカートリッジの試聴

(5)

2018.8.5 シマムセンオーディオ試聴会 シマムセンＣＹＭＡ シマムセン 研究室日誌2018.8.6
シマムセンオーディオ試聴会

(2018.8.5)

2018.8.10 ピアノとヴァイオリンのひびき 宝塚ベガホール 須山由梨(pf)　山崎清花(Vn) 研究室日誌2018.8.11

2018.8.11 夏のオーディオ三昧 河口無線 河口無線 研究室日誌2018.8.12
河口無線夏のオーディオ三昧

報告(2018.8.11)

2018.8.11 MySonicカートリッジ試聴 河口無線 河口無線 研究室日誌2018.8.12
河口無線カートリッジ試聴報

告(2018.8.11)

2018.8.11 Brooklyn DAC+試聴 ASC ASC 研究室日誌2018.8.12 BrooklynDAC+の試聴(2)

2018.8.11 シマムセンオーディオ試聴会 シマムセンＣＹＭＡ シマムセン 研究室日誌2018.8.12
シマムセンオーディオ試聴会

(2018.8.11)

2018.8.19 横溝美也子ピアノリサイタル 宝塚ベガホール 横溝美也子(pf) 研究室日誌2018.8.20

2018.8.24
ワンコインコンサートオーボエの歌

声
兵庫芸術文化センター 佛田明希子（オーボエ） 研究室日誌2018.8.25

2018.8.25 シマムセンオーディオ試聴会 シマムセンＣＹＭＡ シマムセン 研究室日誌2018.8.26
シマムセンオーディオ試聴会

(2018.8.25)

2018.8.26 松本大樹ギターリサイタル 宝塚ベガホール 松本大樹（ギター） 研究室日誌2018.8.27

2018.9.1 夢のガラコンサート アゼリアホール ピテイナ宝塚支部 研究室日誌2018.9.2

2.018.9.2 MYTEK DAコンバーター試聴会 e☆イヤホン梅田EST店 エミライ 研究室日誌2018.9.3

2018.9.7 FAL秋葉原試聴室訪問 FAL秋葉原試聴室 FAL 研究室日誌2018.9.10
FAL秋葉原試聴室訪問記

（2018.9.7）

2018.9.12 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2018.9.13

2018.9.15 ベガオルガンコンサート ベガホール 富田一樹（オルガン）・杉田恵梨（Vn） 研究室日誌2018.9.16

2018.9.19 M氏邸訪問 M氏邸 M氏 研究室日誌2018.9.20 M氏邸訪問記（2018.9.19)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12902
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=12956
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/c497403c04940896fbe988e5d03ea4b5.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/c497403c04940896fbe988e5d03ea4b5.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13011
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13020
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/d2a4ade91325cadc613f7156c06ef7f7.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/d2a4ade91325cadc613f7156c06ef7f7.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13114
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/548737cc3c9352553033614f43a6e440.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/548737cc3c9352553033614f43a6e440.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13154
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/61178a78f37ea13101ffec0f2e11342e.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/61178a78f37ea13101ffec0f2e11342e.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13192
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13201
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/15aa668fa0046c369bbddf3dfb178b90.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/15aa668fa0046c369bbddf3dfb178b90.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13201
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/dcd7d0222ed130406dc9521729b396c8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/dcd7d0222ed130406dc9521729b396c8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13201
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13201
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/597525f3b8f0cf40c7972d03ffe12aa2-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/597525f3b8f0cf40c7972d03ffe12aa2-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13301
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13339
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13345
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fe67c751729ed92d19508364d23a4acf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fe67c751729ed92d19508364d23a4acf.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13350
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13416
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13423
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13473
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/75d726f26b131247dda43409ba56a791.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/75d726f26b131247dda43409ba56a791.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13507
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13531
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13564
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/ba5577c14ba9878e0d0b98d600e6ab5b.pdf


2018.9.22
アレクサンダー・コブリンピアノリ

サイタル
兵庫芸術文化センター アレクサンダー・コブリン(pf) 研究室日誌2018.9.23

2018.9.23 上新電機オーディオ試聴会 上新電機日本橋1番館 メルコシンクレッツ 研究室日誌2018.9.24
上新電機オーディオ試聴会報

告(2018.9.23)

2018.9.27
ワンコインコンサートほとばしる

ヴァイオリン
兵庫芸術文化センター 小林壱成(Vn)小澤佳永(pf) 研究室日誌2018.9.28

2018.10.3 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2018.10.4

2018.10.4 I氏邸訪問 I氏邸 I氏 研究室日誌2018.10.5 I氏邸訪問記（2018.10.4)

2018.10.5 デンハーグピアノ5重奏団演奏会 フェニックスホール デンハーグピアノ5重奏団 研究室日誌2018.10.6

2018.10.8 堤剛・仲道郁代デュオリサイタル 兵庫芸術文化センター 堤剛（Vc）・仲道郁代(pf) 研究室日誌2018.10.9

2018.10.13 ベガオルガンコンサート ベガホール 久保田真矢（オルガン）・吉田久子（オルガン） 研究室日誌2018.10.14

2018.10.14
ルートヴィッヒチェンバープレイ

ヤーズシュトットガルト演奏会
兵庫芸術文化センター

ルートヴィッヒチェンバープレイヤーズシュトッ

トガルト
研究室日誌2018.10.15

2018.10.20 シマムセンオーディオ試聴会 シマムセンＣＹＭＡ シマムセン 研究室日誌2018.10.21
シマムセンオーディオ試聴会

(2018.10.20)

2018.10.21
ルネッサンスの響き　バロックの煌

めき
ベガホール ドルチェフィオーレ 研究室日誌2018.10.22

2018.10.24 A氏邸訪問 A氏邸 A氏 研究室日誌2018.10.25 A氏邸訪問記(2018.10.24)

2018.10.28 木嶋真優ヴァイオリンリサイタル ベガホール 木嶋真優(Vn)坂野伊都子(pf) 研究室日誌2018.10.29

2018.11.3 エソポのハブラス 兵庫芸術文化センター 古楽アンサンブルアントネッロ 研究室日誌2018.11.4

2018.11.9 ボショフスキートリオ演奏会 フェニックスホール ボショフスキートリオ 研究室日誌2018.11.10

2018.11.16 ベガよりみち音楽会 ベガホール 三浦夏美(pf) 研究室日誌2018.11.17

2018.11.17 FAL秋葉原試聴室訪問 FAL秋葉原試聴室 FAL 研究室日誌2018.11.19
FAL秋葉原試聴室訪問記

(2018.11.17)

2018.11.18
東京インターナショナルオーディオ

ショウ
東京国際フォーラム 日本インターナショナルオーディオ協会 研究室日誌2018.11.19

東京インターナショナルオー

ディオショウ2018

(2018.11.18)報告

2018.11.20 ベガチェンバロコンサート ベガホール 中田聖子(チェンバロ)河内桃子(Vn)稲富友有(Vn) 研究室日誌2018.11.21

2018.11.23 大阪ハイエンドショウ2018 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2018.11.24
大阪ハイエンドショウ

2018(2018.11.23)報告

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13592
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13600
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fdd0532c09a3d2c01b6bba083bd1d80a-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fdd0532c09a3d2c01b6bba083bd1d80a-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13637
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13687
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13695
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/8c3e97160a6801913bac406c85d02583.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13712
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13742
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13784
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13797
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13872
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/c8c04e0613454ea8cfe27e21225bc7b8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/c8c04e0613454ea8cfe27e21225bc7b8.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13884
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13904
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/8907a492b7c49075ccc67c96560ac1b4.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13945
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=13992
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14025
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14067
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14075
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/ca029993aa7056f413207d4601259209.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/ca029993aa7056f413207d4601259209.pdf
http://iasj.info/tokyo-international-audio-show/2018/
http://iasj.info/tokyo-international-audio-show/2018/
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14075
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/d93ac4e68cc983c149a9070fce97c376.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/d93ac4e68cc983c149a9070fce97c376.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/d93ac4e68cc983c149a9070fce97c376.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14091
http://ohas.info/
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14112
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/6eb82c334cf3c25c0b22ce2fbed47c2a.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/6eb82c334cf3c25c0b22ce2fbed47c2a.pdf


2018.11.24 オーディオセッションinOsaka2018 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2018.11.25
オーディオセッション

inOsaka2018(2018.11.24)報告

2018.11.25 ピアノリサイタルベートーベン紀行 兵庫芸術文化センター 河村尚子(pf) 研究室日誌2018.11.26

2018.11.29 自宅オーディオ 編集者宅 編集者 研究室日誌2018.11.29 BrooklynDAC+の導入(24)

2018.12.3 ベガよりみち音楽会 ベガホール 古瀬まきを(ソプラノ) 研究室日誌2018.12.4

2018.12.8 PACストリングス 兵庫芸術文化センター ウェン・シン・ヤン/PACストリングス 研究室日誌2018.12.9

2018.12.15 ドイツカンマーフィルハーモニー 兵庫芸術文化センター
ドイツカンマーフィルハーモニー・ヒラリーハー

ン
研究室日誌2018.12.16

2018.12.16 DAコンバーターD-2試聴会 上新電機日本橋1番館 ソウルノート 研究室日誌2018.12.17
上新電機オーディオ試聴会報

告(2018.12.16)

2018.12.24 自宅オーディオ 編集者宅 編集者 研究室日誌2018.12.25 BrooklynDAC+の導入(27)

http://audiosession.main.jp/
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14124
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/d7160677b33c3d6ea75fe17bcbe86568.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/d7160677b33c3d6ea75fe17bcbe86568.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14135
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14163
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/e9bdf3d3420b397cd239e60200b41047.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14230
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14260
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14304
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14314
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/0d52ad02d505c94aded6c3606b78822c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/0d52ad02d505c94aded6c3606b78822c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=14397
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/68e7f054d9163d1f0bac04b38f3efde8.pdf

