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表紙デザイン／大前英史デザイン室
表紙イラスト／ソリマチアキラ
口絵レイアウト／大前英史デザイン室、
PUMPWORKSHOP、
G&P、ハセデザイン、パラレルヴィジョン
口絵図版、イラスト／山名麗子、石井健

Enthusiasts／ヒト

隔月刊

「映画館のある家」より「我が家にホームシアターがやってきた！」より

23 ファイルナンバーのご案内とホームシアターファイルの近況です！
162 読者参加型企画　カジュアルスクリーンシアター導入ドキュメント ／編集部

40 我が家にホームシアターがやって来た!
リビングシアター成功の鉄則

特集1

215 新連載大画面で観たい新作DVD＆ハイビジョンコンテンツ
／飯塚克昧、石原俊、市川二朗、米谷紳之介、今野雄二、吉田伊織、編集部

Soft／ソフト

88 CINEMA CITY1＆2プロデューサー・海藤春樹さんに聞く
「ホームシアターなら時間を飛んでいけるかもしれない」

208 モノローグ～プロダクトデザインについて語ろう
ウィークモダニティ～弱さ、小ささ、記憶、ノイズ… ／内田繁

WORK SHOP!2 ／ホームシアター論

175 感性領域のPRODUCTS
175 第1部 富士通ゼネラル LPF-D711 ／貝山知弘
178 第2部 LINN KINOS ／石原俊、山之内正
182 第3部 SONY TA-DA7000ES  ／貝山知弘

185 新製品批評NEW PRODUCTS CRITIQUE
編集部が厳選した新製品28モデルを徹底視聴！
／井上千岳、林正儀、村瀬孝矢、山之内正、吉田伊織

Products／関連新製品

172 ゴールドムンド EIDOS30無限大の可能性、発展性 ／貝山知弘
174 あまりにも美しいスピーカーラディウスのホワイトバージョン ／編集部
184 ホームシアターを彩る逸品

ザノッタ、ドリアデ、ヤマギワ…この秋、ホームシアターにほしいインテリアたち
204 全米征覇 クリプシュ・リファレンスシリーズ日本上陸! ／林正儀
206 ホームシアターはイベントだ！パイオニアDVJで遊ぶ ／編集部
230 映像のハイエンドファロージャからユニバーサルプレーヤーのエベレスト／貝山知弘

Close Up／特選製品クローズアップ

36 工藤建設フローレンス・ガーデン「広い地下室（G）にあるホームシアター」／編集部
92 富士通ゼネラルからフルＨＤプロジェクター登場／松山凌一、内田繁
96 すべては美しいリビングのために

ヤマハ「スリムシステム80」とつくるカジュアルリビングシアター／井上千岳、山下真太郎
98 ホビースペース・インターナショナル×日立Wooo／編集部

100 ケンウッドVRS-N8100「すべてとつながり、すべてが理想の音に近づく」／井上千岳
102 インストーラーの圧倒的な支持の下、SpeakerCraftからマルチ配信システム登場！／編集部

Welcome news／特選製品記事

110 ココロにとめたい最新ニュース　Take note,please!
214 愛読者プレゼント＆アンケート
244 ホームシアター・マジメ相談室／白井幸夫、村瀬孝矢、井上千岳
250 ホームシアター・ショップナビ　2004 OCTOBER
268 読者の広場　今号のこの人＆phile VOX
270 編集後記

Information／インフォメーション

263 パイオニアカーサウンドコンテスト／編集部
264 「半落ち」、「チルソクの夏」の佐々部清監督にインタビュー／飯塚克味
266 JBLの新境地、マークレヴィンソンの新展開／林正儀

From inside from outside／フロムインサイド、フロムアウトサイド

Essay／エッセイ
212 山之内正のムジークライゼ「ザルツブルグ音楽祭便り」／山之内 正

226 ささきいさおの「素敵な映画館ごっこ」／ささきいさお

228「清水義範の放課後の視聴覚教室」／清水義範

Serials／連載
232 理想の観劇空間を求めて「デジタルシネマの動向から、未来のホームシアターを望見する」／松山凌一
236 小空間・小音量のホームシアター学「各チャンネルのつながりをよくして、上下左右のサラウンド効果を高める」／吉田伊織
240 市川二朗の19.55畳の引力「超お買い得！国内ブランドのトールボーイスピーカー5組を聴いた」／市川二朗

246 エクセレントグッズ「画と音のハンドリングをよくする使いこなし術」／編集部

Front Surround／フロントサラウンド

106 ボーズ3・2・1をラインナップで聴く
166 いま、何としても聴け！　フロントサラウンド・セカンドウェーブ

特集2 

第2回

マンションで
ホームシアターを楽しむ
5人のインストーラーが考える、間取りにマッチしたホームシアタープラン
／ザ・ステレオ屋、ライフスタイル、クリアーサウンドイマイ富山店、デジタルネットワークステーション「ラボ」、AV BOX
／間取り提案・文 角田充／イラスト 石井健

Hometheater design／映画館のある家

映画館のある家 ／編集部

24 山荘にはホームシアターが似合う
「高原の美しい村」のホームシアターライフ～谷内田章夫デザインの軽井沢の別荘

29 和風デザインの沸点、モダンデザインの臨界
モダニズム＋「和」のホームシアターライフ～「ネクスト」インストール

32 賃貸でホームシアターをスタイリッシュに～イソラ・あゆみが丘
34 オリジナルシアターファニチャーが彩る都市生活者の城

都市生活者を触発するホームシアター～バルビステック河村氏インストール

272 個人劇場の様式アメニティを追加した“都心の別荘”
276 インストーラー、ジョイフル　匠の技を大公開
280 ホームオートメーションの波

280 ①北米ナンバー１ブランドのマルチ配信システム～SpeakerCraft
282 ②インストーラーから抜群の信頼・クレストロンが新しいライフスタイルを切り拓く

284 ホームシアターのあるショールーム 感性領域と空間の邂逅～リビング･シアター　シーン
288 感性領域のワインセラー・イクシー・ミラノ物語
290 ホームシアターパスファインダー

290 ①ベイシス
294 ②リンク・ザ・ギャラリー
298 ③AV BOX
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151 特集3 ようこそ大画面へ！

エントリーハイエンド・
プロジェクター徹底研究 ／村瀬孝矢

「シネアストの映像追跡」は特集掲載のため、休載しました。

119

「エントリーハイエンド・
プロジェクター徹底研究」より

「マンションでホームシアターを楽しむ！」より


