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「ホームシアターパスファインダー」より「わが家にホームシアターがやってきた！」より
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リモコンすっきり気分爽快！

ホームシアターかんたん操作徹底研究
／折原一也
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新連載

わが家にホームシアターがやってくる！
専用室シアター編＋リビングシアター編 ／市川二朗、編集部Ｋ

138
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マンションで
ホームシアターを楽しむ！／中林直樹（TROVADOR）

157

／諏訪勇治（アバック）、山之内正、大橋伸太郎（本誌）

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！

294 ホームシアターパスファインダー ／編集部

294オーディオ・サトー 赤羽邸 298クリアーサウンドイマイ S邸
302 CYMA  今井邸 306アートクルー増元邸

118ささきいさお「お気楽シアターメモリアル」
ささきいさおさんが市川二朗邸を訪ねた！「ホームシアターは人生のようなもの」／ささきいさお、編集部

philenumber1000到達記念感謝祭

あのファイルは今…スペシャル懐かしの24人のファイルたちの近況報告
186 /239
255 /267

193 大画面で観たい新作DVD＆ハイビジョンコンテンツ
／麻野勉、飯塚克味、石原俊、市川二朗、米谷紳之介、今野雄二、本山由樹子、編集部

242 シネアストの映像追跡
「ミケランジェロ・アントニオーニ心象風景と感情の動線の映画（第1回）」／貝山知弘

Soft／ソフト

96 ホームシアター空間一括制御。最強のカジュアルシアター誕生！／貝山知弘
98 BOSE LifeStyle 48と暮らす～BOSE LS48 ／渡部由美子、林正儀

102 ECLIPSE 空間と時間を大切にしたスピーカーが魅せる、聴かせる！／井上千岳
104 Woooと過ごす休日Woooのある風景／大橋伸太郎（本誌）
108 インストーラーの匠の技が生み出した新次元のカーエンターテインメント／編集部
111 新技術‘OPSODIS’がフロントサラウンドに新風を巻き起こす！／山之内正
114 感性領域プロジェクター～富士通ゼネラルLPF-D711／松山凌一、三浦祐士
「理想の観劇空間を求めて」は休載します

Welcome news／特選製品記事

219 ココロにとめたい最新ニュース Take note,please！ ／編集部
250 ホームシアターマジメ相談室 ／井上千岳、林正儀
257 ホームシアター・ショップナビ2006 January＆Febrary ／編集部
268 読者の広場 今号のこの人＆phile VOX ／編集部
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208 モノローグプロダクトデザイン論 第9回

「そしてウィークモダニティへ」／内田繁、アンドレア・ブランジ
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「松下電工が考える、ホームシアターのあかり」／編集部
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188 ホームシアター作りが楽しくなる

お役立ちインテリア＆アクセサリー掲載商品数は何と21コ！
探せばこんなにありました／編集部

240 ホームシアターをトラブルから守るメンテナンス研究塾～スクリーン編／編集部
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136 ライフスタイルオリエンテッド 金曜日の夜～哀しみは追憶の彼方に／大橋伸太郎（本誌）
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206清水義範の放課後の視聴覚教室「名作もよし駄作もよし」／編集部

Products／新製品ピックアップ！
223 ホームシアター 最新プロダクトバイヤーズガイド
注目商品42モデルを厳選
製品のプロフィール、視聴感、使いこなしのツボまで完全網羅！
／井上千岳、林正儀、村瀬孝矢、編集部

154 ビクター DLA-HD12K 高画質の真髄は“素肌の美”にあり。／貝山知弘
166 シアターハウスのニューフェース「シアターキューブ」誕生！／編集部
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253 音が出るスクリーン第2章 ～新素材採用で巻き上げが可能になった！／編集部
254 進化・深化するDREAM SQUARE ／編集部

わが家にホームシアターがやってきた！
薄型テレビシアター＆スクリーンシアターをはじめよう

26 PART 1  実例訪問10

わが家にホームシアターがやってきた！
少し前にホームシアターをはじめた先輩たちの快適大画面ライフ／編集部

47 PART 2  システムプラン

大画面の種類から選ぶホームシアターシステムプラン
薄型テレビ、プロジェクターの最新動向がわかるディスプレイ解説付き！／折原一也、村瀬孝矢

68 PART 3  ガイド

ホームシアター成功の法則
ホームシアターの作り方パーフェクトガイド ／編集部

70 PART 4 ホームシアター大Ｑ＆Ａ

ホームシアターのお悩みすっきり解消！ ／鴻池賢三

78 PART 5 大画面ディスプレイの逸品サイドメニュー

フロントサラウンド＆サラウンドヘッドホン／折原一也

特集2

発表！ホームシアター大賞

271映画館のある家Hometheater design
272 住宅メーカーが考えるホームシアター パナホーム
274 インテリアメーカーが考えるホームシアター Bo concept × のだや郡山店
276 ホームシアター・ショールームホームシアター工房
278 個人劇場の様式① LINCSTYLES 佐々木邸
280 個人劇場の様式② グランドアバック新宿店 N邸
284 個人劇場の様式③ アンティフォン＆オーディオファイルN邸
286 個人劇場の様式④ ホームシアター高知Ｍ邸
290 観劇空間のたたずまい 横山稔×NEXT（ネクスト）／編集部


