人類のあらゆる知的生産の源、記録。
私たち人類は、生誕以来、火と道具と言葉を使うことによって、すぐれた文化を生み出して
きました。言葉はやがて文字として記録されはじめ、
グーテンベルグの時代には、紙という
メディアによって万人が読者になりました。時間とともに色褪せて、
変形し、
分解し、
消滅して
いく、人間の記憶。記憶をもとに精密な知的作業を行うことは不可能に近いといえます。
記憶のその欠陥を補い、記憶の上にたって知的表現、知的生産を試みるすべての人に
とって、
記録という作業、記録という手段はなくてはならないものでした。この記録技術の
進歩こそが、知的世界を飛躍的に広げてきました。そして、今もまさに大きな変革期にある
この技術によって、私たちは、次々と新しい地平を見いだしています。
紙メディアから電子メディアへ。共存しつつも、情報の記録媒体の交代は進んでいます。
デジタル情報という新世紀を拓くエンジンを得て、記録はデータベースという名の情報環境
として、記録を越え、創造の次元へ向かいつつあります。
ティアックの前身である東京テレビ音響株式会社は、磁気記録に対する熱い思いを胸に
1953年８月に発足。以後、
社名を東京電気音響株式会社、
そして現在のティアックへと変え、
私たちは、記録の世界でさまざまな試みと挑戦を成し遂げてきました。
かつて航空機エンジニアであった谷勝馬の機械技術に関する豊富な知識は、創成期に
おける磁気記録分野で存分に活かされ、
ティアックの高い精度基準をつくりました。高品質
のメカニクスに裏打ちされた技術力は着実に実を結び、
AV機器をはじめとして情報機器、
コンピュータ周辺機器など、
まさに時代の変化を加速し、未来を創造するさまざまな分野で
世界的な信頼を不動のものにしています。常に高品位な製品の研究開発、
安定供給を基本
とした企業姿勢で、
創造の新世紀をしっかりと支えていきます。

ごあいさつ
ティアックは、社会の豊かさを追求し、
お客様の要請に応えて高品質の製品を提供する
ことを企業理念とし、創業以来、記録・再生技術への探究心を原動力に魅力ある製品
造りに取り組んでまいりました。
これからも、創意と誠実を尊ぶ企業文化のもと、喜びあふれる社会の実現にお役立てる
よう、
日々挑戦を続けてまいります。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長

英

裕治

地球ネットワーク時代と軌を一にする拠点・体制。
■ 海外販売関連拠点
TEAC AMERICA, INC.
1834 Gage Road, Montebello, California, 90640, U.S.A.
TEL:+1-323-726-0303 FAX:+1-323-727-7656

TEAC EUROPE GmbH.
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
TEL:+49-611-7158-0 FAX:+49-611-7158-393

TEAC UK LTD.
2 Huxley Road, Surrey Research Park Guildford,
GU2 7RE, United Kingdom

本社

ティアック株式会社

TEL:+44-1483-440150

TEAC SALES & TRADING (ShenZhen) CO., LTD.

■ 国内主要拠点

Room 817, Block A, Hailrun Complex ,

本社事業所

6021 Shennan Blvd., Futian District, ShenZhen, China

〒206-8530 東京都多摩市落合1丁目47番地
TEL:(042)356-9100 FAX:(042)356-9105
https://www.teac.co.jp/jp/

TEL:+86-755-8831-1561 FAX:+86-755-8830-4866

EMCセンター

■ 海外生産関連拠点

〒358-8510 埼玉県入間市小谷田858番地
TEL:(04)2962-7158 FAX:(04)2963-9020

TEAC AUDIO (CHINA) CO., LTD.

大阪営業所 (計測製品関連営業のみ)

Unit 809, 8/F., New Commerce Centre, 19 On Sum Street,

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビルB1F
TEL:(06)4706-3905 FAX:(06)6231-3082

Siu Lek Yuen, Shatin N.T., Hong Kong

名古屋営業所 (計測製品関連営業のみ)

DONGGUAN TEAC ELECTRONICS CO., LTD.

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社1-79
TEL:(052)856-7355 FAX:(052)856-7366

TEL:+852-2690-1333 FAX:+852-2690-0905

第6名昭ビル 6F B室

No.1 Shangxing Lu, Shangjiao Community, Changan Town,
Dongguan City Guangdong Province, China
TEL:+86-769-8554-8848 FAX:+86-769-8554-4276

■ 国内子会社
エソテリック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1丁目47番地
TEL:(042)356-9230 FAX:(042)356-9240

ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ株式会社
〒198-0024 東京都青梅市新町8-10-12
TEL:(0428)32-1521 FAX:(0428)32-1520

ティアックカスタマーソリューションズ株式会社
〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858番地
TEL:(04)2901-1031 FAX:(04)2901-1030

ティアック オンキヨー ソリューションズ株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1丁目47番地
TEL:(042)356-9191 FAX:(042)356-9192

● TEAC UK LTD.
● TEAC EUROPE GmbH.

●TEAC AMERICA, INC.

DONGGUAN TEAC ELECTRONICS CO., LTD. ●
TEAC Sales & Trading (Shen Zhen) CO., LTD. ●
TEAC AUDIO (CHINA) CO., LTD. ●

音響機器
AUDIO

EQUIPMENT

アナログからデジタルへ
日本の音響機器の歴史を支えてきたのは
技術への情熱とあくなき探求心。

ティアックの歴史の１ページは、
音響機器の設計から始まりました。
創業者 谷勝馬の設計による録音再生機が世に出た昭和14年から半世紀あまり、磁気記録の分野における技術の蓄積は、
光メディアや半導体への記録につながり、
また、製品分野も情報機器やコンピュータ周辺機器に広がっています。
その情熱と探究心は、
ハイエンドオーディオのESOTERIC、
ホームオーディオのTEAC、
プロ＆業務用音響機器のTASCAM、
3つのブランドで音響の世界での新たな挑戦に向けられています。

ハイエンドオーディオ機器

純粋な音楽愛好家のための
ハイエンドオーディオでありたい。
音のティアックの誇りと信念。

ステレオパワーアンプ

音楽の核心に踏み込む創意と情熱があってこそ、
オーディオは
真 実 の 感 動 を 再 現 す ることが できます 。ティアックは
ESOTERICのブランドで、
日本のハイエンドオーディオに輝か
しいセンセーションを巻き起こしました。音楽にひそむ一瞬の
生命をありのままにとらえる先進のテクノロジー。音を極め、

プレミアムコンポ

感動に出会う世界ブランドが、
ここにあります。
ホームオーディオ機器

従来のスタイルにとらわれないデザインと機能
現在の多様化するオーディオ環境にも対応し
新たな音楽を発見し、
聴く楽しみを提供。
音楽を聴く楽しみを全ての人と分かち合いたい。ティアックの

リニアPCMレコーダー
ーダー

ホームオーディオ製品は音楽を生活の一部として楽しむため
の技術やアイデアが詰まっています。そのコンセプトは単にデ
ザインだけにとどまらず、機能や使い勝手にまで及んでいます。
最新のデジタルメディアからいにしえのアナログレコードまで、
過去から現代に及ぶ多彩な音楽ソースへの対応は、
全ての人
を新たな音楽体験へいざないます。

オーディオインターフェイス

プロ＆業務用音響機器

日本初のTV放送とともに始まった
録音再生機器の設計、研ぎ澄まされた感性で
さらに新領域へ。
感性の産物である音楽。
この領域で、
ティアックは音のもつリアリ
ティを忠実に記録し再生する思想と姿勢を貫いてきました。
戦後、NHKの放送局用録音再生機の設計において高い評価
を得た後、
プロ用録音再生機、パーソナル・レコーディング・シス
テムの 開 発など 、クリエイティブな音 響 の 世 界 の 革 新を
TASCAMブランド製品で実現しています。

ステレオマスターレコーダー/ADDAコンバーター

情報機器
INFORMATION

PRODUCTS

高精度な記録技術と通信技術を融合し、
情報機器分野で新たな飛躍をめざす。

音声、映像、
データ等のあらゆる情報の記録技術と発展の著しい通信技術を融合し、高い品質をベースにお客様が求める新しい
価値を持つ技術や製品・サービスの創出に向けてたゆみない挑戦を続け、
情報機器分野の新たな飛躍をめざしてまいります。

ダー
ー
計測用データレコーダー
計測機器

現象を「はかり」、
「あつめ」、
「つなぐ」テクノロジー。
私たちは、計量機器・計測機器の開発・製造・販売・サポートを
通して産業、防災、
自然、基礎医学分野における研究開発や
基礎技術の発展、製造現場の省力化に貢献します。
現象を「はかり」
「あつめる」ことで、正確に測定・記録を行い、
解析・処理へと迅速に「つなぐ」ことで価値あるデータとして皆

計測用データレコーダー

様へお届けいたします。

画像記録機器

画像記録技術、そして、耐振動・耐衝撃技術との融合。
ティアックの画像記録技術は、宇宙開発など過酷な環境条件
下で使用できる特殊VTRで世界的な信頼を得るとともに、超
圧縮型ロードセル

音波診断・内視鏡検査・眼底検査など大量の医療用画像を記
録するディスクレコーダーを提供しております。
また、高精度メカや画像圧縮テクノロジーなどの基盤技術を
ベースに画像監視などの市場へ新たなる画像記録機器を提
供してまいります。

メディカルビデオレコーダー

インフライトエンタテイメント機器

今、世界の空で ― インフライトエンタテイメント。
ティアックのインフライトエンタテイメントビデオプレー
ヤーは、
ティアックが長年にわたって培ってきた航空機搭載
VTRの技術をもとに生まれたものです。
インフライトエンターテイメント

そのため、
製品の基本設計は厳しい環境やスペースファク
ターが求められる状況での使用を想定してありますので、
頑
強、
コンパクト、
軽量、
低電力消費という、
旅客機にて求められ
るすべての性能を満足しています。

