
ヒト

Contents

表紙デザイン／大前英史デザイン室
アートディレクション／ポンプワークショップ
口絵レイアウト／ポンプワークショップ、いきデザイン、SDO、創基、グローリ企画、ゴールデンエイジ
口絵図版、イラスト／山名麗子、あんどうなおこ、川村ナヲコ、石井健、伊東裕輔
執筆・出演／浅野 勉、飯塚克味、石原 俊、市川二朗、井上千岳、内田 繁、大橋伸太郎、折原一也、
貝山知弘、鴻池賢三、米谷紳之介、今野雄二、ささきいさお、清水義範、高木創、高橋 敦、中林直樹
（TROVADOR）、林正儀、藤嶋要吾、御法川修、村瀬孝矢、本山由樹子、山之内正、編集部
編集協力／本山由樹子、中林直樹（TROVADOR）
第１特集PART.2プランニング／エムズクリエイト、ホームシアター工房大阪、リンクスタイルズ

34
38

63

70

74

86

186

62
72
85

特集
1

112 ココロにとめたい最新ニュース Take note,please！

212 読者の広場 今号のこの人＆phile VOX

214 編集後記

278 愛読者プレゼント＆アンケート

262 噂のインストーラー アンティフォン
263 インストーラーガイド

ホームシアターショップナビ2007 DECEMBER
276 ホームシアターショールーム探訪 コイズミ照明ショールーム東京

表紙イラスト／ソリマチアキラ

※連続特集「カーシアターファイル」は特集掲載のため休載します。

さあ、2ＷＡＹシアターをはじめよう！
ウェルカム2ＷＡＹシアター！2つの画面で感動は2倍に

ホームシアターをつくってから
毎日がこんなに楽しくなりました

92 これぞベストオブベスト！ SpeakerCraft AIM CINEMA

109 ヤマハ連載企画　デジタル・サウンド・プロジェクター進化論�
最新モデルYSP-4000の全貌

116 薄型テレビの頼れる味方、そっと教えちゃいます

168 ユニバーサルリモコンNevoがいざなうニューライフスタイル

183 ソニーの新提案。ハイビジョンスタイルで選ぶ新しいレコーダーのかたち

184 今度のDIGAは機能いっぱい、サイズもスマート！

185 シンプル＆モダン。ビデオ感覚で操作できる新機軸レコーダー

199 ホームシアター最新プロダクトバイヤーズガイド

注目製品32モデルを厳選！
製品プロフィール、視聴感、使いこなしのツボまで完全網羅！

173 快適なシアターライフのためのメンテナンス＆トラブルシューティング
「リモコンについての知識｣

178 市川二朗のホームシアター基礎知識道場
「薄型テレビ編｣

190 お役立ちインテリア＆アクセサリー
厳選21商品をご紹介！探せばこんなにありました

246 プロダクトデザイン考現学
シャープAQUOSが描く未来の薄型テレビスタイル

248 ホームシアター新照明論
「ヤマギワリビナ本館に新ショールームがオープン！｣

174 清水義範の放課後の視聴覚教室
「007はもう45年も」

176 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
「HDオーディオ対応アンプの入荷を待つ日々 」

166 内田繁の歌謡とデザインの精神史
「復興期から特需へ。多様な歌の時代」

198 新連載！Jeremy Burkhardtのホームシアターデザイン論
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90 エプソンＥＭＰ-TWD10S視聴体感レポート
いつでもどこでもあふれる笑顔

169 LINN ×OZONE オーディオとインテリアのコラボレーション
250 Form follows function. ～わたしとBang＆Olufsen

135 上演開始時間はあなた次第！
新作DVD＆ハイビジョン情報局

180 シネアストの映像追跡
「アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ」

Enthusiasts

Special 
feature

新製品ピックアップ！Products

インストールShop Information

インフォメーションInformation

PART 12WAYシアタースタイル×10
ふたつの感動を使い分ける！

PART 2しあわせ2WAYシアター計画
気鋭のインストーラーと考える

PART 3楽しみ方別プランニングガイド
あなたはどの２ＷＡＹを選ぶ？

PART 42WAYシアター・プロダクトガイド
＆選び方もガイドします！

PART 5スクリーン、薄型テレビの照明術
視聴環境にあったライティングを

特集のコンテンツはこちら！

216 個人劇場の様式① 村上建築設計室　船見邸
220 個人劇場の様式② オンキヨー Ｎ邸
224 個人劇場の様式� ライフスタイル Ｓ邸
228 個人劇場の様式� クァンタム 土田邸
230 観劇空間のたたずまい① ライフスタイル 南邸
232 観劇空間のたたずまい② AV Kansai O邸
236 観劇空間のたたずまい③ Sound Space OVERALLS 内池邸
238 観劇空間のたたずまい④ ロイヤルオーディオ 古田邸
242 ホームシアターデザイン ＮＥＸＴ 浅野邸

連続特集

マンションでホームシアターを楽しむ！

194 特別レポート

ＣＥＤＩＡＥＸＰＯ２００７レポート

215

隔月刊

BI-MONTHLY

COLUMN 1 そのコンテンツ、どっちで観まshow？スクリーン×薄型テレビ
COLUMN 2 音だって2WAYで行こう！
COLUMN 3 2WAYシアター派必読！快適操作のススメ

ライフスタイルLifestyle

ホームシアターデザイン論Workshop!

エッセイEssay

ソフトSoft

映像と、音と、空間を慈しむホームシアターマガジン

マルチルーム・マルチゾーンハンドブック
音楽がわたしについてくる…　家中どこでも音楽を愉しむ

特別
付録

ホームシアターをつくってから
毎日がこんなに楽しくなりました

152

94

100

巻頭特集

‘ＨＤ’がボクらの感動を塗り替える！
それゆけ、ブルーレイ＆HD DVD！クオリティ新時代到来

特集2

HDオーディオに震撼せよ！
新世代AVアンプ緊急レポート第2弾

緊急特集１

最新フルHDプロジェクター
シュートアウト！
リビング派＆専用室派が体験

緊急特集2

最新フルＨＤプロジェクター
ぜんぶ観ました！

連続特集

映画館のある家Hometheater
Design

24

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！
110 DVDプロジェクター導入ドキュメント

エプソンEMP-TWD10Sがわが家にやってきた！
170 新・わが家にホームシアターがやってくる！

ホームシアターのある家づくりドキュメント

254 ホームシアターパスファインダー
254 サウンドテック 藤田邸
258 朝日電器商会 藤井邸


