
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

2019.7.7 大阪サウンドコレクション ハートンホテル心斎橋 大阪サウンドコレクション実行委員会 研究室日誌2019.7.8
2019大阪サウンドコレクショ

ン報告(2019.7.7)

2019.7.13 Amphionスピーカー試聴会 ヨドバシカメラ梅田 Wefieldウインテスト 研究室日誌2019.7.14
Amphionスピーカー試聴会報

告(2019.7.13)

2019.7.20 濱田あやチェンバロリサイタル フェニックスホール 濱田あや(チェンバロ) 研究室日誌2019.7.21

2019.7.21 アキュフェーズ新製品アンプA48試聴会 上新電機日本橋1番館 アキュフェーズ 研究室日誌2019.7.22
上新電機オーディオ試聴会報

告(2019.7.21)

2019.7.27 カルテット・エクセルシオ フェニックスホール カルテット・エクセルシオ 研究室日誌2019.7.28

2019.8.2 マチュー・デュホーフルートリサイタル フェニックスホール マチュー・デュホー(fl) 研究室日誌2019.8.3

2019.8.7 ネットワーク/SACD/CDプレーヤー「SL-G700」試聴会
テクニクスリスニング

ルーム
テクニクス 研究室日誌2019.8.8

テクニクスリスニングルーム

試聴記(2019.8.7)(HP収載)

2019.8.10 オルガンコンサート ベガホール 高橋聖子(オルガン) 研究室日誌2019.8.11

2019.8.11 夏のオーディオ三昧 河口無線 河口無線 研究室日誌2019.8.12
河口無線夏のオーディオ三昧

報告(2019.8.11)

2019.8.16 自宅オーディオ試聴会 編集者宅 編集者 研究室日誌2019.8.17 LINN LP-12の再構成(10)

2019.8.17 アナログ・MQA試聴会 河口無線 河口無線 研究室日誌2019.8.18
河口無線アナログ・MQA試聴

報告(2019.8.17)

2019.8.17 ネットワーク/SACD/CDプレーヤー「SL-G700」試聴会
テクニクスリスニング

ルーム
テクニクス 研究室日誌2019.8.18

テクニクスリスニングルーム

試聴記(2019.8.17)(HP収載)

2019.8.27 ワンコインコンサート 兵庫芸術文化センター 水無瀬一成(ホルン) 研究室日誌2019.8.28

2019.9.6 ワンコインコンサート 兵庫芸術文化センター 太田糸音(pf) 研究室日誌2019.9.8

2019.9.8 上新オーディオ試聴会 上新電機日本橋1番館 上新電機 研究室日誌2019.9.9
上新電機オーディオ試聴会報

告(2019.9.8)

2019.9.9 ウイーン国立歌劇場 OTTAVA TV OTTAVA TV 研究室日誌2019.9.10 OTTAVATVを楽しむ(7)

2019.9.14 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2019.9.15
シマムセンオーディオ試聴会

報告(2019.9.14)

2019.9.16 ヴェロニカ・エーベルレヴァイオリンリサイタル 兵庫芸術文化センター ヴェロニカ・エーベルレ(Vn)・児玉麻里(pf) 研究室日誌2019.9.17

2019.9.18 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2019.9.19

2019.9.20 チェンバロコンサート ベガホール
中田聖子(チェンバロ)・河内知子(Vn)・中西歩

(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
研究室日誌2019.9.21

2019.9.21 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2019.9.22
シマムセンオーディオ試聴会

報告(2019.9.21)

2019.9.23 ゲヴァントハウス弦楽四重奏団＆仲道郁代 兵庫芸術文化センター ゲヴァントハウス弦楽四重奏団・仲道郁代(pf) 研究室日誌2019.9.24

2019.9.26 Ｉ氏邸訪問 Ｉ氏邸訪問 Ｉ氏 研究室日誌2019.9.27 I氏邸訪問記(2019.9.26)

2019.9.27 ウイーン国立歌劇場 OTTAVA TV OTTAVA TV 研究室日誌2019.9.28 OTTAVATVを楽しむ(8)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16120
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/f0fa97bd534f463e4e762ce7a0b39c0a.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/f0fa97bd534f463e4e762ce7a0b39c0a.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16171
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/9aa1d89e1b51a69e6822f296227896ec.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/9aa1d89e1b51a69e6822f296227896ec.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16224
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16234
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/186854ea0b78ffad88d0ece4a8d77741.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/186854ea0b78ffad88d0ece4a8d77741.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16281
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16340
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16380
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/7dd305eafe7dfd270e28b315f09be8d1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/7dd305eafe7dfd270e28b315f09be8d1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16402
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16410
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/d201f758aa4d4d92b8eb5dea7d8c31de.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/d201f758aa4d4d92b8eb5dea7d8c31de.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16459
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/78b5e0a58e80dfab5e8835f7ccd83fa7.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16462
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/b0b831ace2786744f455757102bf8436.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/b0b831ace2786744f455757102bf8436.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16462
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/92bf2bb771e6e2b5048efac31c16b4b6.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/92bf2bb771e6e2b5048efac31c16b4b6.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16537
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16608
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16614
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/8f41f974728cc9588fcc598a2a1aab3c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/8f41f974728cc9588fcc598a2a1aab3c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16622
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/f3007169b50fc2619431852b84f85682.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16678
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/152d291a7d37e566f359c28e0191f7d4.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/152d291a7d37e566f359c28e0191f7d4.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16693
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16704
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16724
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16739
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/83f930f347f6a8876dd2ab205ccf617b.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/83f930f347f6a8876dd2ab205ccf617b.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16756
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16787
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/74883dd0a94ee74d2f0ea1063e3541bb.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16806
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/b0cca88f82e31e43d2c912dd4e5ef8b0.pdf


2019.9.28
ベルリン古楽アカデミー＆ソフィー・カルトホイザー

(Sp)
兵庫芸術文化センター

ベルリン古楽アカデミー/ソフィー・カルトホイ

ザー(Sp)
研究室日誌2019.9.29

2019.9.29 ダカーチ弦楽四重奏団 兵庫芸術文化センター ダカーチ弦楽四重奏団 研究室日誌2019.9.30

2019.10.5 河口無線メリディアンModel208MQA試聴 河口無線 河口無線 研究室日誌2019.10.6
河口無線メリディアン

Model208試聴報告(2019.10.5)

2019.10.6 エドガー・モローチェロリサイタル 兵庫芸術文化センター エドガー・モロー(Vc) 研究室日誌2019.10.7

2019.10.14 堀米ゆず子と女神たち 兵庫芸術文化センター
堀米ゆず子(Vn)・米元響子(Vn)・青木尚佳(Vn)・

有季・マヌエラ・ヤンケ(Vn)
研究室日誌2019.10.15

2019.10.16 PrimeSeat第一回 BPO11.2MHzDSD配信 PrimeSeat BPO 研究室日誌2019.10.17 PrimeSeatを楽しむ(25)

2019.10.19 編集者宅オーディオ試聴会 編集者宅 編集者 研究室日誌2019.10.20 LINN LP-12の再構成(13)

2019.10.20 ウイーン国立歌劇場 OTTAVA TV OTTAVA TV
研究室日誌

2019.10.21(1)
OTTAVATVを楽しむ(9)

2019.10.20 吉田苑2019年大阪オフ会 クラボウアネックスビル 吉田苑
研究室日誌

2019.10.21(2)

吉田苑大阪試聴会報告

(2019.10.20)

2019.10.22 FAL秋葉原試聴室訪問 FAL秋葉原試聴室 FAL What'New2019.10.24
FAL秋葉原試聴室訪問記

(2019.10.22)

2019.10.26 カザルス弦楽四重奏団 満仲ホール カザルス弦楽四重奏団 研究室日誌2019.10.27

2019.10.27 オーディオセッションinOsaka2019 心斎橋ハートンホテル 大阪オーディオフェアー実行委員会 研究室日誌2019.10.28
オーディオセッション in

Osaka2019報告(2018.10.27)

2019.10.31 オルガンコンサート ベガホール 桑山彩子(オルガン・新垣路子(トランペット) 研究室日誌2019.11.1

2019.11.2 名曲の花束 兵庫芸術文化センター ソフィアゾリステン・ヴィア・ペトロヴァ(Vn) 研究室日誌2019.11.3

2019.11.3 ドーリック・カルテット フェニックスホール ドーリックカルテット 研究室日誌2019.11.4

2019.11.4 ジャン・ロンドーチェンバロリサイタル 兵庫芸術文化センター ジャン・ロンドー(チェンバロ) 研究室日誌2019.11.5

2019.11.8 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2019.11.9
大阪ハイエンドオーディオ

ショウ2019報告(2019.11.8)

2019.11.10 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(pf) 研究室日誌2019.11.11

2019.11.14 寄りみち音楽会 ベガホール 押部朋子(Fl)・居石和代(Ob)・ 木下愛子(pf） 研究室日誌2019.11.15

2019.11.16 ベートーヴェン＆モーツァルト２人の協奏曲 兵庫芸術文化センター
河村尚子(pf)・菊池洋子(pf)・下野竜也指揮PAC

オーケストラ
研究室日誌2019.11.17

2019.11.17
神尾真由子・ミロスラフ・クルティシェフデュオリサイ

タル
兵庫芸術文化センター

神尾真由子(Vn)・ミロスラフ・クルティシェフ

(pf)
研究室日誌2019.11.18

2019.11.24 編集者宅オーディオ試聴会 編集者宅 編集者 研究室日誌2019.11.25 LINN LP-12の再構成(14)

2019.11.27 デッカデコラコンサート 松山庵 山村雅治 研究室日誌2019.11.29

2019.12.1 ケラス＆タローデュオリサイタル 兵庫芸術文化センター
ジャン・ギアン・ケラス(Vc)・アレキサンドル・

タロー(pf)
研究室日誌2019.12.2

2019.12.7 ウイーン国立歌劇場 OTTAVA TV OTTAVA TV 研究室日誌2019.12.9 OTTAVATVを楽しむ(10)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16813
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16820
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16868
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/1d8701db4e88fcb31fbd47ca94e4552d.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/1d8701db4e88fcb31fbd47ca94e4552d.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16880
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16938
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16957
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/44ae21991933baa3f3dba0b87311fbe5.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16977
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/b70fb016b3898c126a1fec8c0f4c9fbd.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16987
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16987
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/f265dba8579a0328cbedb300e39ae86c.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16990
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=16990
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/4dcbbb3c09ea8136961e368539cbdc92.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/4dcbbb3c09ea8136961e368539cbdc92.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/5a3d78a9539fb0e3ed9418b7a3f2aade.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/5a3d78a9539fb0e3ed9418b7a3f2aade.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17037
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17044
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/eef6ca851a5f43b18103b8cb397c8c42.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/eef6ca851a5f43b18103b8cb397c8c42.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17075
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17096
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17105
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17114
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17153
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/dda212fbf2d6767a96fe5761cdb80e23.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/dda212fbf2d6767a96fe5761cdb80e23.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17168
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17196
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17210
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17215
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17269
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/c817d6ed092e74069b8d8d65ef315124.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17306
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17335
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17383
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/bcd5a1b77a31665f81c33f80614a83a5.pdf


2019.12.10 PrimeSeat第二回BPO11.2MHzDSD配信 PrimeSeat BPO 研究室日誌2019.12.11 PrimeSeatを楽しむ(26)

2019.12.14 ベルリンコンツルトハウス室内オーケストラ 兵庫芸術文化センター
日下紗矢子(Vn)・ベルリンコンツルトハウス室内

オーケストラ
研究室日誌2019.12.15

2019.12.15 上新オーディオ試聴会 上新電機日本橋1番館 アキュフェーズ 研究室日誌2019.12.16
上新電機オーディオ試聴会報

告(2019.12.15)

2019.12.15 オーディオ用電源「LiB-AID E500 for Music」試聴 大和ハウスなんば展示場 大和ハウス・ホンダ 研究室日誌2019.12.16
大和ハウスなんば展示場訪問

記(2019.12.15)

2019.12.23 ウイーン国立歌劇場 OTTAVA TV OTTAVA TV 研究室日誌2019.12.24 OTTAVATVを楽しむ(11)

2019.12.29 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2019.12.30
河口無線冬のオーディオ三昧

報告(2019.12.29)(HP収載)

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17409
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/10c15483f00734df578550f5cd1d52a1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17432
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17448
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/de4fdf716cf75dd2bac1f41d9f4a6487.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/de4fdf716cf75dd2bac1f41d9f4a6487.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17448
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/8468dd1fc1df87149dd2659ca1650410.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/8468dd1fc1df87149dd2659ca1650410.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17506
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/d6bf9560131d8fe51384fc270bdbbe93.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/?p=17564
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/0410a55b8a0a7c10e4d2f228d713152e.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/0410a55b8a0a7c10e4d2f228d713152e.pdf

