隔月刊
表紙デザイン／大前英史デザイン室
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

BI-MONTHLY Hometheaterphile CONTENTS

DEMONSTRATION DVD

SURROUND.9
合計500名様に

先着300名様にもれなく、さ
らに先着にもれた方の中から
抽選で200名様にプレゼント!
詳細は166ページにて

差し上げます

P166をご覧ください
「特集1 新世代カジュアルホームシアターの最前線」より

「特集1 システムプラン」より

表紙イラスト／ソリマチアキラ

Special feature ／特集

Products ／関連新製品
179 感性領域のPRODUCTS

わが家にホームシアターがやってきた!
42

特集1

44 PART 1

179 第1部 シャープ BD-HD100＆ソニーQUALIA001
184 第2部 MERIDIAN G68J ／ 石原 俊、山之内 正

3

カジュアルホームシアターはここまで来た！

訪問 新世代カジュアルホームシアターの最前線 実例9 件

167

特集4 ホームシアターの興行成績上位入賞作品はこちら！

2004 DVDソフトトップ100

60 PART 2

設置ドキュメント 読者が体験！わが家のシアターのベストセッティングを探そう

／飯塚克味、石原 俊、市川二朗、貝山知弘、門倉純一、米谷紳之介、今野雄二、ピーター・バラカン、松山凌一、吉田伊織、編集部

64 PART 3

大分析！カジュアルホームシアターのための設置術ランキング
カジュアルホームシアターを心地よくするインテリア選び ／山下真太郎

映画館のある家 Hometheater design
24
28
32
36

70 PART 5

機器紹介編

快適シアターにどうぞ！おススメ優良機器群

第
一
部

77 PART 6

システムプラン
映像や音楽を自然と暮らしにとりこむ、3つの最新ホームシアタースタイル

280
／山之内

正

第
二
部

特集2

ホームシアター・リノベーション
スペースを変える、ライフスタイルを変える

104 PART 1
110 PART 2

／ 井上千岳、貝山知弘、林

WORK SHOP!2

都市再生プロジェクト〜ホームシアター・コンバージョン ／伏見佳子

／ホームシアター論

Soft ／ソフト

大画面で観たい新作DVD＆ハイビジョンコンテンツ
俊、市川二朗、米谷紳之介、今野雄二、吉田伊織、編集部

240 シネアストの映像追跡
「想像力と寓意の轍 テオ・アンゲロプロス映画入門第2回『旅芸人の記録』
」／貝山知弘

映画館のある家スタイルブック1 「リビングシアターのニュースタンダード 感性で選ばれた光の空間」
映画館のある家スタイルブック2 「モダンデザインレジデンス」 愛知県・Ｍ邸 NEXTヒルトン
映画館のある家スタイルブック3 「非日常的空間、地下室シアター」東京都・刀根邸 荒木設計事務所＋トムテック
映画館のある家スタイルブック4 「開かれたスペース、閉じられた空間」静岡県・幸本邸 アーキテクチャーラボ＋AE

Essay ／エッセイ

住宅メーカーが考えるホームシアター セキスイハイム

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

「住まいのなるほど見聞館 KASAMA 暮らしNAVIギャラリー 」
282 個人劇場の様式1 「温もりと響きと潤いのアンサンブル」 佐賀県・Ｙ邸
286 個人劇場の様式2 「クオリアの煌き」 神奈川県・Ｎ邸

ホームネットワークの波 LINN KNEKT
290 ホームシアターパスファインダー
290 中野区 道下邸 byアークス
294 富士市 小川邸 byすみや本店 サウンドギャラリーりぶる
298 福井県 竹内邸 byオーディオスペースコア

288

「ホームシアター・リノベーション」
より

基礎知識 ／田辺芳生、金野 匠、林 直樹
訪問6件 ／編集部

117 COLUMN

／編集部

正儀、村瀬孝矢、山之内 正、吉田伊織

214 内田繁のモノローグ「プロダクツデザイン論」
218 柏木 博のディアレクティーク
「映像、メディア、デザインについて話そう」 ゲスト／ 港 千尋
226 ホームシアター新照明論「照明からのアプローチでホームシアターは進化する」

／ 飯塚克味、石原

68 PART 4

インテリア編

新製品批評 NEW PRODUCTS CRITIQUE
編集部が厳選した新製品14モデルを徹底視聴！

229

設置編

103

202

／ 貝山知弘、松山凌一、村瀬孝矢

Enthusiasts ／ヒト
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！

188
194

my dear HOMETHEATER LIFE うおりゃー大橋さんのホームシアターライフ ／ 編集部
読者の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

192 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
「被災地へ想いよとどけ！チャリティーコンサートで熱唱」／ささきいさお
244 清水義範の放課後の視聴覚教室「今年もわが家のお正月映画」／清水義範
258 「ソン・フレール ー兄との約束ー」を引っさげ、パトリス・シェローが来日 ／山之内優子
259 KEF KIT100はこうして誕生した。 ／井上千岳

Information ／インフォメーション
132
256
262
263
276
278
302

ココロにとめたい最新ニュース Take note,please！
ホームシアター・マジメ相談室 ／逸品館 清原裕介、シネマらうんじ 茂木 昇
書評「American Road Story」 ／近藤邦雄
ホームシアター・ショップナビ 2005 FEBURUARY
読者の広場 今号のこの人＆phile VOX
編集後記
愛読者プレゼント＆アンケート

Welcome news ／特選製品記事
40
86
88
92
94
96

ソニー クオリア004「クオリア004のある家」
ソニー クオリア010 おおたか静流「QUALIA010を聴く〜音楽の精霊が降りてくる瞬間を」
日立 DV-DH400T＆PJ-TX100Jがハイビジョンシアターを連れてくる！ ／貝山知弘＋山之内 正
シャープのハイビジョンワールド ／高安重一
薄型テレビの音を劇的に変えるワンボディのホームシアター、ヤマハ YSP―1 ／山之内 正
工藤建設 フローレンスガーデンが提案する広い地下室にあるホームシアター

Close Up ／特選製品クローズアップ
123

特集3 マンションでホームシアターを楽しむ 第4回

マンションホームシアターの
音漏れと防音を考える
／吉田伊織、小谷一郎

Serials ／連載
158 小空間・小音量のホームシアター学「最新プロジェクターは、
こんなに使いやすい！」／吉田伊織
162 市川二朗の19.55畳の引力「パワーアンプは、
重ければ重いほどいい？
！」／市川二朗
224 山之内 正のムジーク・ライゼ「時間感覚が思わず麻痺するラスベガスのCES」／山之内 正
248 理想の観劇空間を求めて「番外編〜次世代ディスプレイはどうなる？」／松山凌一
252 ホームシアター・エクセレントグッズ「今号の注目周辺機器＆インストーラーのオススメのアクセサリー」／編集部

100
156
190
198
200
222
260

projectiondesign Action！model one MK3 「思想と感性が凝縮したミクロコスモス」
カジュアルホームシアターを名実ともに支える「ドリームスクエア」
DVDを美しく見るために〜富士通ゼネラル LPF―D711
ゴールドムンドMIMESIS30ME in BOIS NOIR 第3回 ／ 貝山知弘
三菱電機、DLPの二つの個性 ／ 山之内 正
マイスター＆ソリド モダンリビングにホームシアターはよく似合う
モニターオーディオ 新ブロンズシリーズを井上千岳が斬る！ ／ 井上千岳

ADVERTISING ／広告索引
【ア行】
アキュフェーズ ……………………………135
アクシス …………………………………137
朝日電器 …………………………………151
アシベ電機 ………………………………147
アバック ……………………………138.139
逸品館 ……………………………………145
ウイニング ………………………………148
エイデン …………………………………154
A V k a n s a i ………………………148
オーディオ＆ビジュアルフェスタ実行委員会
…………………………………………152
【カ行】
ガレージ・ショウエイ ……………………148
キクチ科学研究所 …………………………8.9
キャビン大阪屋 ……………………………144
キヤノン販売………………………………102
クアンタム ………………………………148
工藤建設… ………………………96.97.98.99
クリアーサウンドイマイ …………………149
K E F J A P A N ………………………255
ケンウッド …………………………………15
【サ行】
サウンドウィット …………………………148
サウンドクリエイト ………………………134
三洋電機 ……………………………………10
シアターハウス ……………………………131
シネマらうんじ ……………………………155
ジパング …………………………………148
シャープ…………………………………92.93
ジョイフル ………………………………150
すみや ……………………………………140
仙台のだや ………………………………146
ソニー ……………………………表2.3.40.41
【タ行】
デノン ………………………………………16
トム・テック………………………………142
【ナ行】
ニッシャ技研………………………………157
日本ビクター ………………………………4.5
日本マランツ …………………………12.161
ネクスト …………………………………178
ネットワークジャパン ……………………136
のだや ……………………………………151
ノブ・カークラフト ………………………148
【ハ行】
パイオニア………………………………21.22
ハイ・ファイ・ジャパン …………………246
ハーマンインターナショナル ………………84
日立製作所 ………………………88.89.90.91
ファルコン ………………………………148
富士通ゼネラル ……………………………14
フューレンオーディオ事業部 ………………85
ボーズ ……………………………………表4
ホームシアター ……………………………17
【マ行】
マックスオーディオ ………………………143
松下電器産業 ………………………………6.7
三菱電機 …………………………………表3
【ヤ行】
ヤマデン …………………………………148
ヤマハ ………………………………11.94.95
ヨシオカ電化センター ……………………155
【ラ行】
ライフスタイル ……………………………166
リンクスタイルズ …………………………141
リンジャパン ………………………………13
ロイヤルオーディオ ………………………153

