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4 F

G602

G701

エソテリック

G603
G604 リンジャパン

DYNAUDIO JAPAN

フューレンコーディネート

ディーアンドエム
ホールディングス(デノン）

G605

G607

G608 今井商事

G609 アイシン高丘

太陽インターナショナルG610

CEC

G501
テクニカル オーディオ
デバイセズ ラボラトリーズ

G502 エレクトリ

G503
フォスター電機
フォステクス カンパニー

G504 アッカ

オルトフォンジャパンG505

ノア

アーク

ハイエンドG509

G508

G507

G510 ディーアンドエム
ホールディングス(マランツ）

G401

G402
G403

ハーマン
インターナショナル

タイムロード

ナスペック

アキュフェーズ

G408 ラックスマン

G407

G405

G404

G409

G409 ゼファン

ロッキーインターナショナル

ステラ

G410

D401 エイ・アンド・エム

Hall
D5 アクシス

D502

D503 ユキム

トライオード

出展社名 11月2日（金） 10：00～19：00 11月3日（土・祝） 10：00～19：00 11月4日（日） 10：00～17：00部屋
番号

会場

講演スケジュール

■ 講演者名表記のない　　 マークは自社講演です。  ■ 同一講演者で、終演時刻が次の開演時刻と重なる場合、移動のため前講演の終演は約10分繰上げとなります。
■ 表に記入されていない各社の自社講演・海外メーカー講演も多数ございます。詳細は各社受付、B-1総合受付のイベント情報ピンナップ・ボードなどでご確認ください。

【パンフレット訂正事項】 ※マッキントッシュは取扱い元変更のため、エレクトリ（G502）に移行しました。●追加ブランド：有限会社アッカ［Spyral Groove（USA）］、アクシス株式会社［ARACRAFT（Japan）］、株式会社エレクトリ［McIntosh（USA）］、ハイエンド有限会社
［Stillpoints（USA）］、株式会社ナスペック［NorStone（France）］、株式会社ステラ［MANUFAKTUR（Germany）］、株式会社ユキム［THE HOUSE OF MARLEY（USA）］ ●削除ブランド：有限会社フューレンコーディネート［TABULA RASA（Germany）］
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＜11：00～18：00 自社講演＞（5回） ＜11：00～18：00 自社講演＞（5回） ＜11：00～17：00 自社講演＞（4回）

＜11：00～19：00 自社講演＞ ＜11：00～19：00 自社講演＞ ＜11：00～17：00 自社講演＞

＜11：00～19：00 自社講演＞ ＜11：00～19：00 自社講演＞ ＜11：00～17：00 自社講演＞

＜11：00～18：00 自社講演＞ ＜11：00～18：00 自社講演＞ ＜11：00～16：00 自社講演＞

＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜10：00～17：00 自社講演＞

＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜10：00～17：00 自社講演＞

＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜10：00～19：00 自社講演＞ ＜13：00～17：00 自社講演＞
＜10：00～12：00 自社講演＞

G604

麻倉怜士

G604

角田郁雄

G604

山之内正

G604

山本浩司

TANNOY 柳沢功力

avantgarde

三浦孝仁 藤岡誠

石田善之 山口孝

角田郁雄

和田博巳

三浦孝仁
傅信幸 傅信幸角田郁雄 角田郁雄角田郁雄 角田郁雄

柳沢功力 藤岡誠

傅信幸
傅信幸

藤岡誠

山之内正
藤岡誠

柳沢功力

三浦孝仁 傅信幸

傅信幸

麻倉怜士 傅信幸 藤岡誠 柳沢功力

和田博巳三浦孝仁

三浦孝仁角田郁雄

傅信幸

海老沢徹 小原由夫 新忠篤

三浦孝仁

三浦孝仁 藤岡誠

和田博巳

傅信幸

和田博巳

傅信幸三浦孝仁

井上千岳/小林貢

傅信幸

山之内正

山之内正ESOTERIC

傅信幸

柳沢功力

潮晴男 黛健司

G402
小野寺弘滋傅信幸三浦孝仁 藤岡誠

石原俊 小林貢

角田郁雄 和田博巳藤岡誠

和田博巳 麻倉怜士

和田博巳

角田郁雄 傅信幸

全てアンドリュー・ジョーンズ（TADL） 全てアンドリュー・ジョーンズ（TADL） 全てアンドリュー・ジョーンズ（TADL）

G403

G402

G403

50 50 5050 50 50

麻倉怜士
50

傅信幸
50

石田善之
50

福田雅光
50

avantgarde
50

TANNOY
50

avantgarde
50

TANNOY
50

ESOTERIC
50

ESOTERIC
50

石田善之
50

藤岡誠
50

柳沢功力
50

傅信幸
50

三浦孝仁
50

三浦孝仁 三浦孝仁傅信幸柳沢功力

小野寺弘滋

小林貢/井上千岳

30

柳沢功力
3030

井上千岳/小林貢
3030

山本浩司
3030

G604

小原由夫
3030
和田博巳/潮晴男

3030

山之内正
3030

G604

菅原正二/伊藤八十八
30

麻倉怜士 山本浩司 傅信幸

藤岡誠

角田郁雄 傅信幸

G402

G403

山本浩司
3030

山本浩司
3030
darTZeel社
Herve Deletraz

30
darTZeel社
Herve Deletraz

30darTZeel社
Herve Deletraz

30
山口孝

角田郁雄

角田郁雄 三浦孝仁 和田博巳麻倉怜士
角田郁雄 小野寺弘滋 潮晴男

篠田寛一

小原由夫

和田博巳/ピーター・バラカン

和田博巳

傅信幸
50

和田博巳
50

傅信幸
50

三浦孝仁
50

傅信幸
50
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