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２０１６年１０月１４日 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 

ヤマハ株式会社 

 ■ 楽器と音楽の魅力を体験できる 3日間  

日本最大の楽器総合イベント「2016 楽器フェア」 

ヤマハブース出展について 

期 間：2016 年 11 月 4日（金）～ 6 日（日） 

会 場：東京ビッグサイト西１・２ホール 

 

株式会社ヤマハミュージックジャパン（注 1）は、2016 年 11 月 4 日（金）から 6 日（日）まで東京

ビッグサイトで開催される、日本最大の楽器総合イベント「2016 楽器フェア」（主催：日本楽器フェア

協会）に出展します。 

 

「楽器フェア」は、国内外の一流ブランドの楽器や最新技術を駆使した新製品、およびその関連商

品の全てを一堂に集結し、楽器の最新情報と音楽情報を提供するコンシューマー向け楽器ショーです。

今回は「楽器と音楽、音をトコトン楽しもう！！」をテーマに開催されます。 

ヤマハグループは、「鍵盤」「弦楽器・管楽器」「コンピュータ・デジタル」「打楽器」「エレキ

ギター・アコースティックギター」のカテゴリー別の 5 つのエリアで、ヤマハブランドおよび輸入ブ

ランド製品を豊富に展示し、音楽や楽器演奏の楽しさをお届けします。この秋発売の新製品をはじめ、

さまざまな楽器の試奏・体験が楽しめる他、人気のアーティストが出演するイベントや、ヤマハギター

50 周年を記念したイベントなども開催します。 

ヤマハグループ出展ブース・主催イベント以外にも、併催される「プレミアムグランドピアノ試弾

会」「ドラマーズパラダイス 2016」「TOKYO GUITAR SHOW」「シンセフェスタ 16」のコーナーに各種

楽器などを、「ポタフェス（ポータブルオーディオフェスティバル）」コーナーにヘッドホンを出展

します。11 月より株式会社ヤマハミュージックジャパンが輸入・販売元として取り扱う Clavia 社

「Nord」製品は「シンセフェスタ 16」のコーナーに展示します。 

また、販売ブースでは、株式会社ヤマハミュージックリテイリングが管楽器を中心とした楽器や特

価 CD などの楽器フェア特別販売を行います。 

さらに、今年 7月に開設した新会員組織「ヤマハミュージックメンバーズ（注 2）」のサービスとし

てスタンプラリーも実施します。今年 10 月末に公開予定のスマートフォンアプリをダウンロードして

スタンプを集めるとヤマハオリジナルグッズが、さらに会員登録すると抽選でプレゼントが当たりま

す。 

 

※「2016 楽器フェア」ヤマハミュージックジャパンの出展については、以下をご参照ください。 

http://musicfair.jp/2016/yamaha/ 

＜参考資料＞ 
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＜「2016 楽器フェア」開催概要＞ 

名称： 2016 楽器フェア 

日時： 11 月 4 日（金）10:00～20:00 

11 月 5 日（土）10:00～18:00 

11 月 6 日（日）10:00～17:00 

会場： 東京ビッグサイト西 1・2ホール 

入場料（1日券）：1,500 円（前売り 1,200 円）消費税込、高校生以下、70歳以上無料 

主催： 日本楽器フェア協会 

運営： 2016 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、公益社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 

ウェブサイト： http://musicfair.jp/2016/ 

 

 

＜ヤマハミュージックジャパン主催/共催のイベント概要＞ 

※ 特に記載がないものも楽器フェアの入場料が別途必要となります。 

 

【Daisuke Asakura re:meet 初音ミク V4X】 

日時： 11 月 4 日(金) 18:30～20:00（開場 18:00） 

会場： 東京ビッグサイト 会議棟「レセプションホール B」 

入場料： 2,500 円（税込/楽器フェア入場料含む）※全席自由席 

出演者： 浅倉大介、初音ミク V4X、黒田亜津（ボカロ P）、赤い彗星 P（ボカロ P）、佐々木渉

（クリプトン・フューチャー・メディア 初音ミク企画開発プロデューサー） 

内容： 浅倉大介と初音ミクのコラボレーションが実現します。最新の「初音ミク V4X」とフ

ラッグシップシンセサイザー「MONTAGE」を組み合わせたハイクオリティなサウンド

メイキングを浅倉大介とボカロ Pが披露します。シンセサイザー＆ボーカロイドの融

合が繰り出す斬新なサウンドコントロールは必見です。 

 

【向谷実×STAGEA SPECIAL LIVE!】 

日時： 11 月 5 日（土）15:00～15:30 

会場： 東京ビッグサイト 西ホール「アトリウムステージ」 

入場料： 無料 

内容： 日本とアメリカそれぞれを代表するキーボーディスト向谷実氏とドン・グルーシン氏

によるスペシャルコラボレーションが実現します。エレクトーン「STAGEA」を演奏す

る 2 人のテクニックはもちろん、個々が持つユニークな世界観もお楽しみください。

向谷氏はヤマハブース内ステージにてニコニコ生放送を使用したエレクトーンイベ

ントも開催予定です。 
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【Asian Beat 2016】 

日時： 11 月 5 日（土）16:00～18:30 

会場： 東京ビッグサイト 会議棟「レセプションホール B」 

入場料： 無料 

出演者： アジア各国、エリア内で選抜された、中国、インドネシア、マレーシア、シンガポー

ル、韓国、香港、カナダ、ウクライナのバンド 8組 

審査員/ゲスト演奏： ネイザン・イースト（ベース）  

内容： アジア各国から選出されたバンドの No.1 を決定する決勝大会を開催します。 

ヤマハ株式会社が中心となり、アジア各国を中心にバンド活動、バンドシーンの活性    

化を目的にしたイベントで、今回で 19 回目の開催となります。コンテスト形式でア

マチュアバンドの演奏の場、発表の場を提供しています。 

 

【Line 6 x EDEN Heavy Groove Session】 

日時： 11 月 5 日（土）16:00～16:30 

会場： 東京ビッグサイト 西ホール「アトリウムステージ」 

入場料： 無料 

内容： ISAO（ギター）、FIRE（ベース）、Hideki（ドラム）from MAHATMA / ALHAMBRA のテ

クニカルかつグルーヴィーなトリオセッションです。 

 

【文化放送「楽器楽園～ガキパラ～ for all music-lovers」公開録音】 

日時： 11 月 5 日（土）17:00～18:00 

会場： 東京ビッグサイト 西ホール「アトリウムステージ」 

入場料： 無料 

出演者： 武田真治（番組パーソナリティ）、岡部磨知（番組パーソナリティ）、砂山圭大郎（文

化放送アナウンサー）、木根尚登（ゲスト）、大石昌良（ゲスト） 

内容： 毎週金曜日 22:00 より放送中のラジオ番組「楽器楽園～ガキパラ～ for all  

music-lovers」の公開録音です。 

 

【Z Express Special BIG BAND powered by Yamaha】 

日時： 11 月 6 日（日）11:00～11:30 

会場： 東京ビッグサイト 西ホール「アトリウムステージ」 

入場料： 無料 

内容： トロンボーン奏者、三塚知貴氏が率いるヤマハ管楽器愛用ミュージシャンによる１日

限りのスペシャルなビッグバンドです。 
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【Minoru Mukaiya presents 「EAST meets WEST」】 

日時： 11 月 6 日（日）13:30～15:00（※13:00 開場） 

会場： 東京ビッグサイト 会議棟「レセプションホール B」 

入場料： 5,000 円 (税込/楽器フェア入場料含む) 

出演者： 向谷実（キーボード）、ドン・グルーシン（キーボード）、リー・リトナー（ギター）、

ネイザン・イースト（ベース）、神保彰（ドラム）、ブラスセクション／エリック・

ミヤシログループ（エリック・ミヤシロ（トランペット）、二井田ひとみ（トランペッ

ト）、近藤和彦（サクソフォン）、村田陽一（トロンボーン）） 

内容： 気心の知れた日米のビックアーティストを結集し、ジャズ・フュージョンの名曲をこ

の日のためのアレンジで最高のパフォーマンスで魅せる、ファン垂涎のライブです。 

 

【ヤマハ ギター50 周年企画 ヤマハ「FG」弾き倒しまつり＠2016 楽器フェア】 

日時： 11 月 4 日(金) 10：00〜20：00 

11 月 5 日(土) 10：00〜18：00 

11 月 6 日(日) 10：00〜17：00 

会場： 東京ビッグサイト 西ホール 中 2階「セミナールーム」 

入場料： 無料 

内容： 「ヤマハフォークギターFG 愛好会」を主宰するミサイル濱野氏所有のギターコレク

ション約 100 本の展示と自由に弾けるイベントを開催します。伝説の「赤ラベル」か

ら、最近のモデルまで、ヤマハギター50 周年を物語るラインナップは必見です。 

 

 

＜注＞ 

１）株式会社ヤマハミュージックジャパン 

日本国内における楽器・音響機器卸販売および教室事業を行うヤマハ株式会社の 100%子会社。 

本社：東京都港区。 

 

２）「ヤマハミュージックメンバーズ」とは 

「ヤマハミュージックメンバーズ」は、音楽を

楽しむ皆さまや、ヤマハの製品やサービスをご

愛用のお客さまに、より充実した音楽ライフを

お送りいただくための会員組織です。音楽情報をお届けするほか、会員限定イベントや各種優

待などさまざまな特典・サービスを提供しています。会員種別は、スタンダード会員（年会費

無料）とプレミアム会員（年会費 1,500 円・税抜）の 2種類があります。 

 

▼ヤマハミュージックメンバーズ Web サイト 

https://member.jp.yamaha.com/ 
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＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 

 

  

 

この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 事業企画部 企画広報課 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-1674 

 ウェブサイト http://www.yamahamusicjapan.co.jp/ 

 

ヤマハ株式会社 広報部 宣伝・ブランドマネジメントグループ 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/ 
  （取材申し込みや広報資料請求が可能です。） 

 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

各イベントによって異なります。 

「2016 楽器フェア」（株）ヤマハミュージックジャパンのページをご覧ください 

  http://musicfair.jp/2016/yamaha/ 


