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2018年9⽉21⽇
⽇本楽器フェア協会

今こそ楽器体験！ Let's enjoy MUSIC !!
『2018 楽器フェア』
10月19日〜21日

東京ビッグサイトで開催

楽器を見て、触って、弾いて、そして購入できる
日本最大の楽器総合イベントが50周年！
さまざまな楽器に気軽にトライ！「楽器体験広場」を新設

⽇本楽器フェア協会（事務局：東京都千代⽥区、会⻑：⼭野政彦〈株式会社⼭野楽器 代表取締役社
⻑〉）では、2018年10⽉19⽇（⾦）、20⽇（⼟）、21⽇（⽇）の3⽇間、東京・有明の東京ビッグサイト
⻄1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）にて、『2018楽器フェア』を開催します。
⼊場料＝消費税込み1,500円（前売1,200円、各⼀⽇券／⾼校⽣以下無料）
◎2018 楽器フェア公式サイト：

http://musicfair.jp/

https://www.facebook.com/musicfair.jp
◎2018 楽器フェア公式 Twitter： https://twitter.com/music_fair
◎2018 楽器フェア公式 Facebook：

2年に一度開催される日本最大の楽器総合イベントとして、多くの音楽・楽器ファンに親しまれてい
る『楽器フェア』は、今回50周年を迎え、さらにスペシャルな企画が盛りだくさん。約200社の楽器関
連企業のブースで最新モデルや話題の楽器がチェックでき、デモ演奏や参加型イベントも多数用意。
50周年記念イベントとして豪華アーティストによる多彩なジャンルのステージが楽しめるほか、今回
は新たに幅広いジャンルの楽器にトライできる「楽器体験広場」を新設し、どなたでも気軽に楽器の楽し
さを体験いただけます。欲しい楽器がその場で買える「メガショッピングモール」にはフードコート
「MUSIC FOOD COURT」も展開。お子様からご年配まで、たっぷりと音楽・楽器の魅力がお楽しみい
ただけます。
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〈概要〉
◎さまざまな楽器に触れて、体感できる。
楽器メーカーなどによる展示エリアでは、国内外の一流ブランド楽器や最新技術を駆使した新製品
が一堂に集結。展示やデモンストレーションで最新情報を提供するほか、実際にさまざまな楽器に触
れ、体感いただくことで、音楽・楽器の楽しさを訴求してまいります。

◎「楽器体験広場」で誰でも気軽に楽器演奏にトライ！
どなたでも気軽に楽器演奏にトライできる「楽器体験広場」を新設し
ました。アコーディオン、ウクレレ、鍵盤ハーモニカ、オカリナ、バ
イオリン、ハーモニカ、電子ドラム、フルートやサクソフォーンなど
各種管楽器まで、12種類の楽器とバンド演奏が体験できます。アトリ
ウムステージでは、いろいろな楽器の演奏がお楽しみいただける「奏旅
kanatabi」を同時展開。21日のスペシャルステージには森口博子さん
が出演します。音楽に興味のある幅広い層のお客様に楽器演奏の楽し
さをご提案し、音楽文化の向上、楽器演奏人口の拡大を目指します。
◎その場で“買える”販売エリアが「メガ・ショッピングモール」として拡充
楽器小売店がブースを並べ、欲しい楽器や付属品がその場で
“買える”販売エリアは｢メガ・ショッピングモール｣としてパワー
アップ。大人気のアウトレットモールや楽譜出版ゾーンのほか、
新たにフードコート｢MUSIC FOOD COURT｣も併設して、丸
一日たっぷりとお楽しみいただけます。

◎50周年記念イベントほかデモ演奏やセミナーを多数開催
おかげさまで楽器フェアは50周年を迎えました。有名アーティ
ストによる50周年記念コンサートをはじめ、出展各社提供による
デモ演奏やトークショー、セミナーなど多種多様なイベントを通じ
て、幅広く楽器の魅力をご紹介いたします。
写真は「2016楽器フェア」より

〈開催規模〉
◎出展楽器メーカー・団体：約200社
ギター&ベースと周辺機器、グランドピアノほか鍵盤楽器、各種管楽器やリード楽器、バイオリン属、
ドラム&パーカッションほか民族楽器、日本伝統の和楽器など、多種多様な楽器が一堂に集結。また、
最新のデジタル楽器・機器やソフトウェア、DJ機器なども豊富に展示されます。
◎出展楽器店：約30社
全国の有名楽器店やこだわりの専門店が多数参加。楽器店のブースではその場で購入いただけます。
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〈主な開催イベント〉
『2018楽器フェア』では会期中、様々なイベントが企画されています。イベントには展示を主とし
たもののほか、有名アーティストによるデモ演奏やトークショー、セミナー、来場者参加型の体験イ
ベントまで盛りだくさん。その一部は以下のとおりです。（9月20日現在）
□アトリウムステージ「オープニングセレモニー」

〈10⽉19⽇・⾦〉
CASPA LIVE 出演：CASPA
『2018楽器フェア』イメージソング「星屑讃歌」

〈10⽉20⽇・⼟ 〉
カルメラ LIVE 出演：カルメラ

CASPA
カルメラ

〈10⽉21⽇・⽇〉
親子で楽しむ Kids meet Jazz! 楽器フェア スペシャルコンサート

出演：アーヴィン・ホマ・アヤ（ボーカル）、宇川彩子（タップダンス）、ルイス・バジェ（トランペット）、
田中邦和（サックス）、塩田哲嗣（ベース）、竹田麻里絵（ピアノ）、小山太郎（ドラムス）

□会議棟 レセプションホール

50周年記念イベント

〈10⽉20⽇・⼟ 〉
「全国高校軽音バンドクリニック2018」
著名アーティストによる高校軽音部バンドクリニック

「親子で楽しむ Kids meet Jazz! 楽器フェアスペシャルコンサート」※有料
出演：アーヴィン・ホマ・アヤ（ボーカル）、宇川彩子（タップ
ダンス）、木幡光邦（トランペット）、田中邦和（サックス）、塩
田哲嗣（ベース）、竹田麻里絵（ピアノ）、加納樹麻（ドラムス）

「下北沢ギタリスト会 2018楽器フェアスペシャル」※有料
人気ギタリスト集団「下北沢ギタリスト会」にスペシャルゲストを迎え、世代を超えたトーク&セッションを実現！
出演：生形真一（Nothing's Carved In Stone/
ELLEGARDEN）、TAKE（FLOW）、Kuboty
（TOTALFAT）、渡邊幸一（グッドモーニングア
メリカ）、小野武正（KEYTALK）、他ゲストア
ーティスト

〈10⽉21⽇・⽇〉
「京都橘高等学校吹奏楽部マーチングショー」
「SynthJam 2018 楽器フェアスペシャル」※有料
出演：松武秀樹、土橋安騎夫、浅倉大介、氏家克典
スペシャルゲスト：SUGIZO、HATAKEN

浅倉大介

氏家克典

⼟橋安騎夫

松武秀樹

「ベースの日vsドラムの日 2018楽器フェアスペシャル」※有料
世代を超えたベーシスト＆ドラマーらによるグルーブセッション
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SUGIZO

HATAKEN

〈展示会場内 団体エリア〉
GEN（GAKKI ENGINE OF NIPPON）
Made in Japanのメーカー29社がブースを出展。それぞれが製作したギター、ベ
ースを展示、試奏していただけます。また、来場者の皆さまが3つのカテゴリー別に
投票を行い、頂点を決める「GEN GUITAR AWARD」が開催されます。

SYNTH FEST（シンセフェスタ）18
シンセサイザー、DAW、プラグイン、ガジェットなど、最新のギアを
見て、聴いて、試せるスペシャルイベント。モジュラーシンセファンに
も嬉しい「TFoM（東京モジュラーフェスティバル）」も同時開催します。

〈参加型イベント〉
ドラマーズパラダイス2018 ※有料
国内外の21ブランド・40セットのドラムセット・シンバルを自由に試打できる、世界最大規模のドラムイベント。
全ブランドのドラムセットが叩ける「パラダイスルーム」と、フラッグシップモデル、アーティストモデル、 ロック&メ
タル、エレクトロニックドラムの計4部屋で構成する「コンセプトルーム」を用意し、3日間にわたり開催します。

第3回プレミアム・グランドピアノ試弾会 ※有料
スタインウエイ&サンズ、ベーゼンドルファー、カワイ、ヤマハ、C.ベヒ
シュタインといった、ピアノファン憧れの5メーカーのグランドピアノが勢
揃い。フルコンサートピアノの数々を、時間内に思う存分試弾して、グラ
ンドピアノの魅力を心から味わえます。

親子で手作り楽器@ワークショップ
親子でさまざまな楽器づくりにチャレンジできる人気コーナー。
※楽器製作キットをご購入頂いての参加となります。

楽器挫折者救済合宿Presents 未経験者限定！ アコギ弾き語り体験〜60分で一曲完奏〜 ※有料
ビギナー専用ギター演奏アシスト特許ツール「Qactus」を使用し、わずか
60分でアコースティックギターの弾き語りが1曲完奏できる、ギター未経
験者のための特別講座。

このほか、アトリウムステージ、各展示エリアごとに設置されたイベンススペースにてデモ演奏や
セミナーを多数開催。各出展者のブースでも小間内イベントが多数予定されています。詳しくは
『2018楽器フェア』公式ホームページ（musicfair.jp）にてご確認ください。
公式アプリがダウンロード可能。公式ツイッターではフォロワー&リツイートキャンペーンを実施！
「2018楽器フェア」公式アプリをApp Store、Google Playからダウンロード可能。さまざまな情報にアクセスし
ていただけます。また、楽器フェアの公式ツイッターでは、フォロワー&リツイートキャンペーンを実施いたします
（10月1日〜10日）。フォローやリツイートをしてくださったお客様には抽選で話題の楽器をプレゼント！
4

〈出展者一覧〉※50音順
㈲ティーズギター
ティーエスファクトリー
㈱デイズコーポレーション
ディーズデザイン
トラフズクギターサービス
NISHGAKI GUITARS
㈱ハリーズエンジニアリング
㈱ハイエンドミュージック
Bizen Works
Four Spirals Basses&Guitars
㈲フリーダムカスタムギターリサーチ
プロビジョンギター
㈱パシフィクス
㈱プロサウンドコミュニケーションズジャパン
㈱ヤマハミュージックジャパン
㈱ラムトリックカンパニー
㈱レッドハウス
島村楽器㈱〈F-27〉
㈱シャープアンドフラット〈C-21〉
シュア・ジャパン㈱〈D-09〉
シンセフェスタ'18〈D-18〉
インターネット
エムアイセブンジャパン
キッコサウンド
クリプトン・フューチャー・メディア
コルグ
スリック
タックシステム
ディリゲント
ファインアシスト
ミュージックエアポート
メディア・インテグレーション
ヤマハミュージックジャパン
ローランド
4ms
Five G
g200kg
REON
Teresyn
Wurly's
X-Fade Mod
㈱ズーム〈D-05〉
㈱鈴木楽器製作所〈A-01〉
スタインウェイ・ジャパン㈱〈会議棟 会議室102〉
スマート電子楽譜 Piascore〈B-06〉
㈱スリック〈A-09〉
㈲セレクト インターナショナル〈C-20〉
全国楽器協会、音楽電子事業協会、音楽文化創造〈A-05〉
㈱ゾディアックワークス〈F-06〉
㈱Daiking Corporation〈G-16〉
Type-R Drums〈E-01〉
㈱⾼峰楽器製作所〈G-18〉
tatsuta Titanium Parts〈G-19〉
㈱ティ・エム・シィ〈F-26〉
㈱DCT JAPAN〈G-15〉

展示ブース
青⼭ハープ㈱〈C-02〉
アストリアスギター製造㈱〈G-12〉
animato（アニマート）
〈A-08〉
荒井貿易㈱〈F-28〉
Arcoカホン〈E-13〉
e☆イヤホン〈F-02〉
㈱イー・エス・ピー〈F-32〉
VIKI EXPORTS（PVT）LTD（INDIA）
〈C-05〉
ATV㈱〈E-04〉
EJIMA ARCHTOP GUITARS〈F-34〉
㈱S.I.E.〈G-08〉
エスジーテクノロジーズ〈F-07〉
ecceno〈F-35〉
㈱エムズグリーン〈F-10〉
㈱エントリージャパン〈C-04〉
ORB〈D-02〉
㈱オーディオテクニカ〈D-07〉
オカリナ普及協議会〈C-03〉
Olasonic〈D-11〉
かさやオカリナ工房〈C-23〉
カシオ計算機㈱〈D-08〉
㈱河合楽器製作所〈A-03〉
環境スペース㈱〈F-11〉
キクタニミュージック㈱〈G-05〉
㈱キョーリツコーポレーション〈F-03〉
KIWAYA〈G-07〉
銀座十字屋ディリゲント〈D-14〉
GUIZHOU MODEST DREAM MUSICAL
INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.〈G-14〉
Curtis Corp.〈C-11〉
㈱グローバル〈C-09〉
Quiam ukulele〈G-20〉
ケイズギターワークス〈F-13〉
Kelly SIMONZ from Project Y.M.D.〈F-12〉
㈱Gottsu〈C-18〉
KOTORI楽器〈C-22〉
コマキ通商㈱〈E-10〉
㈱コルグ〈D-17/F-25〉
Sire Japan〈F-18〉
㈱栄鋳造所『鋳,s』Drummers Base〈E-02〉
GEN〈F-31〉
アイハッシュギターズ
（同）Addictone
㈱L's TRUST
オークラフト
㈱開進堂楽器 Blue Guitars
Kino Factory
KusaKusa88
ケイズギターワークス
サゴニューマテリアルギターズ
スギ・ミュージカル・インストゥルメンツ㈲
ソングバード ギターワークショップ
㈱ゾティアックワークス
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ティーズギター〈F-20〉
Radial/エレクトリ〈D-13〉
㈱デイズコーポレーション〈F-16〉
Listening Musical Instrument Fittings
Company.,Guangzhou〈C-08〉
㈱ディバイザー〈F-09〉
㈱デュープレックス〈C-01〉
㈱リットーミュージック〈F-08〉
Tianjin Jinbao Musical Instruments Co.,Ltd〈E-11〉
Reverb.com〈F-24〉
公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会〈B-05〉
Relish Guitars〈F-30〉
トヤマ楽器製造㈱〈C-17〉
ローランド㈱〈D-16〉
㈱トンボ楽器製作所〈A-04〉
㈱ナイスカンパニー〈E-03〉
販売ブース
新見楽器㈱〈G-10〉
ニッシンエレクトロ㈱〈A-07〉
Am Griffbrett〈S-26〉
⽇本ウクレレ協会〈G-04〉
㈱池部楽器店〈S-15〉
⽇本エレクトロ・ハーモニックス㈱〈F-21〉
㈱石森管楽器〈S-01〉
⼀般社団法人⽇本楽譜出版協会〈B-02〉
M connect〈S-19〉
㈱⽇本娯楽企画営業部〈G-17〉
御茶ノ水楽器センター〈S-14〉
⼀般社団法人⽇本ピアノ調律師協会〈A-06〉
開進堂楽器 Blue Guitars〈S-23〉
⽇本フルート普及推進協議会〈C-13〉
Garage S〈S-02〉
⽇本マスターバイオリンメーカーズ〈C-07〉
管楽器専門店ダク〈S-10〉
NEO-KOTO輝〈C-16〉
Kigoshi Custom Guitar's〈S-21〉
野中貿易㈱〈E-07〉
銀座⼭野楽器〈S-09/S-13〉
バードランド〈G-09〉
㈱甲南〈S-04〉
パール楽器製造㈱〈C-12/E-09〉
SPACEDRUMS/ZENKO〈S-25〉
PAPIAN EZO〈F-23〉
045guitars/InnerWood〈S-22〉
浜松市〈A-02〉
つながるBOX by ユーズドネット〈S-20〉
PCI JAPAN〈F-05〉
爪を強くするならkaina〈S-18〉
Bizen Works〈F-15〉
TC楽器〈S-17〉
ピッチノッティ・ヴァイオリン/バックマン トーンウッド〈C-06〉 東京エフェクター〈S-12〉
ヒビノインターサウンド㈱〈D-04〉
ドルフィンギターズ〈S-27〉
㈱ビュッフェ・クランポン・ジャパン〈C-10〉
BIGBOSS〈S-16〉
Fictitious Capital Limited trading as Aerodrums〈E-06〉 PUKIO Latinoamerica（プキオ ラテンアメリカ）
〈S-06〉
㈱フックアップ〈D-15/F-04〉
Blue-G〈S-28〉
㈲Freedom Custom Guitar Research〈F-22〉
PROJECT EUPHONIUM〈S-07〉
㈱プリマ楽器〈C-15〉
MIKI GAKKI〈S-24〉
Bruno〈F-19〉
㈱ミナト〈S-08〉
ベヒシュタイン・ジャパン〈会議棟 会議室102〉
Musicmart〈S-03〉
Behringer〈D-06〉
㈱ヤマト〈S-05〉
Hosa Technology〈D-10〉
㈱ヤマハミュージックリテイリング〈S-11〉
星野楽器販売㈱〈E-08〉
㈱ホスコ〈G-02〉
音楽教室
MARTIN GUITAR/FISHMAN/ORANGE〈G-11〉
Minyard.Martinez Musical Instrument Co.,Ltd〈G-12〉
㈱宮地商会
㈱⼭野楽器
MASTER8 JAPAN〈F-14〉
㈱ヤマハミュージックリテイリング
MACKIE〈D-01〉
MANUFACTURAS ALHAMBRA, S.A.〈G-13〉
MIKI GAKKI Import&Trading〈F-29〉
アウトレットモール
㈱宮地商会 宮地楽器〈D-03〉
荒井貿易㈱〈I-06〉
Music Area（Ruby Industrial Co., Ltd.）
〈G-03〉
㈱ミュージックトレード社〈B-01〉
オカリナ普及協議会〈I-09〉
musik SCORE〈B-03〉
㈱グローバル〈I-03〉
Mary Guitars〈F-36〉
㈱コルグ〈I-02〉
ModeMarimba〈E-05〉
㈱鈴木楽器製作所〈I-08〉
㈱モリダイラ楽器〈G-06〉
㈱DCT JAPAN〈I-05〉
㈱⼭野楽器〈F-33/G-01〉
新見楽器㈱〈I-07〉
㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス〈B-04〉 （⼀社）⽇本楽譜出版協会〈I-01〉
㈱ヤマハミュージックジャパン〈A-10/C-14/D-19/
㈱⽇本娯楽 企画営業部〈I-04〉
E-12/F-01〉
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〈開催概要〉
◇名称

2018楽器フェア

◇開催場所
◇会期

東京ビッグサイト ⻄1・2ホール、会議棟

2018年10⽉19⽇（⾦）
・20⽇（⼟）
・21⽇（⽇）

◇開催時間

19⽇（⾦） 展示エリア＝12:00〜19:00
メガショッピングモール＝10:00〜19:00
20⽇（⼟） 10:00〜18:00
21⽇（⽇） 10:00〜17:00

◇⼊場料

1,500円（前売1,200円）消費税込、
各⼀⽇券／⾼校⽣以下無料

※前売券（CNプレイガイド、セブンチケット、ファミリーマート、チケットぴあ、
サークルKサンクス、セブンイレブン、ローソンチケット、全国有名楽器店）にて発売中
◇動員⽬標

50,000人以上/3⽇間合計

◇主催

⽇本楽器フェア協会

◇運営

2018楽器フェア運営委員会、音知会

◇後援

経済産業省、東京都、江東区、㈱東京ビッグサイト、公益財団法人 音楽文化創造、
⼀般社団法人 音楽電子事業協会、⼀般社団法人 全⽇本吹奏楽連盟

◇協賛

⼀般社団法人 ⽇本オーディオ協会、⼀般社団法人 ⽇本レコード協会、
⼀般社団法人 ⽇本映像ソフト協会、
⼀般社団法人 ⽇本シンセサイザープロフェッショナルアーツ

〈問い合わせ先〉
⽇本楽器フェア協会
〒101-0021 東京都千代⽥区外神⽥ 2-18-21 楽器会館 3階
Tel：03-5298-7450
Fax：03-5298-7457
お問い合わせ時間：平⽇ 11:00〜16:00
press@musicfair.jp

※本リリースに使用の写真、ロゴ等の無断使用・転用は固くお断り致します。
詳細は『2018楽器フェア』公式サイト musicfair.jp にてご確認下さい。
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