
Special feature／特集

BI-MONTHLY Hometheaterphile CONTENTS

ADVERTISING／広告索引
【ア行】
アートクルー ……………………………105
アバック ………………………………90.91
イズミ ……………………………………17 
逸品館 ……………………………………103
ウイニング ………………………………92
エイデン …………………………………106
AV 関西 ……………………………………92
エレクトリ ………………………………86
オンキヨー ………………………………12
オルトフォンジャパン …………………213
【カ行】
ガレージ・ショウエイ …………………92
CAVIN大阪屋 ……………………………104
クァンタム ………………………………92
クリアーサウンドイマイ………………141
KEF JAPAN ……………………………179
【サ行】
サウンドウィット ………………………92
サウンドクリエイト ……………………88
シアターハウス …………………………130
シネマらうんじ …………………………107
ジパング …………………………………92
ジョイフル ………………………………95
ソニー ………………………………表2.3.48
【タ行】
太陽サウンドオン………………………100
デノン ……………………………………14
トムテック ………………………………94
【ナ行】
ナビオ ……………………………………99
日本ビクター ……………………………4.5
ネクスト …………………………………89
ネットワークジャパン …………………101
のだや ……………………………………93
ノブカークラフト ………………………92
【ハ行】
パイオニア ……………………………21.22
ハイ・ファイ・ジャパン ………………98
ハーマンインターナショナル …………16
日立製作所 ………………………………11
ファルコン ………………………………92
富士通ゼネラル ………………80.81.82.83
富士通テン ………………………………13  
フューレンコーディネート ……………15
ベイシス …………………………………102
ボーズ ……………………………………表4
ホームシアター ……………………………9
【マ行】
マックスオーディオ ……………………96
松下電器産業 ……………………………6.7
マランツ …………………………………10
三菱電機 …………………………………表3
【ヤ行】
ヤマデン …………………………………92
【ラ行】
ライフスタイル …………………………105
Labo………………………………………107
リンジャパン ………………………………8
ルートロンアスカ ………………………140
ロイヤルオーディオ ……………………97
【ワ行】
若月製作所 ………………………………87

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、
ポンプワークショップ、パラレルヴィジョン、
ハセデザイン、G&P、ギョーワ、ゴールデンエイジ
口絵図版、イラスト／山名麗子、石井健、
金巻龍平
編集協力／TROVADOR、渡部由美子、
本山由樹子

隔月刊

「映画館のある家」より「低予算ホームシアターはこんなにすばらしい！」より

26特集1
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スクリーン早わかりガイド
基礎研究から幕面の視聴、設置研究まで ／山之内正、編集部

131

108

緊急レポート

2006年ホームシアタースタイル
フルHD時代到来！CESレポートから次世代DVDの現状まで／山之内正、大橋伸太郎（本誌）、編集部
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連続特集

マンションで
ホームシアターを楽しむ！／中林直樹（TROVADOR）

119

Enthusiasts／ヒト
25 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！

258 ホームシアターパスファインダー ／編集部

258ウイニング臼井邸 262太陽サウンドオン 古田邸 266アークス丸山邸

142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

151 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

198 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を描く」
紹介作品『夜』『太陽は一人ぼっち』／貝山知弘

Soft／ソフト

80 映像と空間を慈しむディスプレイ～富士通ゼネラル ／山之内正

Welcome news／特選情報

150 オルトフォンから初の重低音専用ケーブルが登場！ ／貝山知弘
179 ココロにとめたい最新ニュース Take note,please！ ／編集部
214 ホームシアターマジメ相談室 ／白井幸夫（ラウム）、鴻池賢三、林正儀
217 ホームシアター・ショップナビ2006 March＆April ／編集部
228 読者の広場 今号のこの人＆phile VOX ／編集部
230 編集後記
270 愛読者プレゼント＆アンケート

Information／インフォメーション

206 MOVIE THEATER～『ムラタ』の映画音声／樫出浩雅
207 TECHNOLOGY～パナソニックハリウッド研究所 ／編集部
208 DESIGN ～CDTの挑戦／中林直樹（TROVADOR）
210 EVENT～『シベリア超特急』オールナイト／編集部
211 EVENT～COSQUIN～la ciudad de la musica／編集部
212 DVD～前田真二郎 ソルコード／山之内優子

Hometheater Forum／ホームシアターフォーラム

Workshop!／デザイン論
196 ホームシアター新照明論

「ルートロンが誘うライティングコントロールの世界」／編集部
178 プロダクトデザイン考現学「PASTOEのソフトラックが日本に上陸」／編集部
168 ホームシアターの光と翳「映画の中の光」／武石正宣

Lifestyle／ライフスタイル
128 ライフスタイルオリエンテッド パーティーのひととき～バディシステム／大橋伸太郎（本誌）

Essay／エッセイ

164 新連載水野晴郎の名画座への招待「映像の魔術師アルフレッド・ヒッチコック1」
126 ささきいさおの素適な映画館ごっこ「オーディオルーム30周年」
166 清水義範の放課後の視聴覚教室「今年も正月に家で映画を」

Products／新製品ピックアップ！

183 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25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！
／井上千岳、林正儀、村瀬孝矢、大橋伸太郎（本誌）、編集部

84 感性領域のプロジェクターDLPの真価がいまここに ／林正儀

141 ホームシアターアクセサリーの本命！SANUS SYSTEMS ／編集部

低予算ホームシアターはこんなにすばらしい!
29 PART 1  実例訪問

低予算でもステキなホームシアター実例7例
わが家のホームシアターはローコスト・ハイパフォーマンス／編集部

46 PART 2  導入ドキュメント

話題のDVDプロジェクターEMP―TWD1導入ドキュメント／編集部

49 PART 3  システムプラン
10万円台～100万円の低予算でつくる！
こだわりホームシアターシステムプラン9 ／折原一也、編集部

68 PART 4 ローコスト・ノウハウ集成

ホームシアターはこうすれば安くつくれる！
／飯塚博志（グランドアバック新宿店）、川村容一、編集部

74 PART 5 ローコスト・インストール・プランニング

わが家の一室を100万、120万、150万円で
ホームシアターリノベーション ／浅野好弘（ライフスタイル）、編集部

44 COLUMN１本誌カメラマン川村容一さんがナビゲート！
ホームシアター低予算ステップアップのツボ ／編集部

72 COLUMN２低予算でもフォルムの美しさと機能性にこだわる
ホームシアターのグッドデザイン・プロダクツ／編集部

特集2 さあ、スクリーンシアターをはじめよう！

プロジェクターのすべて2006
／折原一也、山之内正、編集部

231映画館のある家Hometheater design
232 個人劇場の様式① プロスタイルデザイン＋サウンドクリエイト
236 個人劇場の様式② アバック
240 個人劇場の様式③ ライフスタイル
244 個人劇場の様式④ LINCSTYLES
248 個人劇場の様式⑤ ロイヤルオーディオ

250 感性領域と住の邂逅 バング＆オルフセン
254 観劇空間のたたずまい NEXT ／中林直樹（TROVADOR）、編集部

Serials／連載
172 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22コ！探せばこんなにありました／編集部

176 理想の観劇空間を求めて
「ハイエンドPJの動向から見えてくるもの」／松山凌一

194 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Ⅱ／編集部

特別付録

グッドデザイン・グッズクラフト図面集
4人の人気デザイナーがデザインしたホームシアターアクセサリークラフト図面集
DVDソフトラック、フットライト、センタースピーカースタンド、ファイルナンバーロゴプレート
／山本達雄、武石正宣、山下真太郎、堀江健太

表紙イラスト／ソリマチアキラ

※内田繁氏の連載「モノローグ」は休載します。


