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隔月刊

「アノ小倉智昭さんが唸った!」より「映画館のある家」より

26特集1

特集3 

ホームシアターは音が命！
スピーカー音くらべの旅～気鋭の21ブランドぜんぶ聴き！ ／石原俊、山之内正

139

95

新連載

音と映像を慈しむ住まい新提案パーシャルホームシアター
どこからでも音と映像にアクセスできるライフスタイルシアター ／編集部

120

Enthusiasts／ヒト

153 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

196 シネアストの映像追跡 ミケランジェロ・アントニオーニ 第3回
「現代の映像の出発点になった色彩とイメージ」
紹介作品『赤い砂漠』『欲望』／貝山知弘

Soft／ソフト

88 Woooの新ラインアップ　その魅力と衝撃 ／大橋伸太郎（本誌）
106ここにおいで…、FORIS.TV ／添田直輝

Welcome news／特選情報

206 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 ／井上千岳、村瀬孝矢、森文孝（トムテック）
217 ホームシアター・ショップナビ2006 May＆June ／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
262 愛読者プレゼント＆アンケート

Information／インフォメーション

210 EVENT～東京ビデオフェスティバル2006 ／大橋伸太郎（本誌）
211 MUSIC～松田晃演の新CDを聴く／林正儀
212 PEOPLE～tabula rasa ／編集部
213 DESIGN～ルートロン×武石正宣／編集部

Hometheater Forum／ホームシアターフォーラム

Workshop!／デザイン論
170 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

202 照明デザイナーが語るホームシアターの光と翳
「第2回映画の中の光と翳～未来を象徴する光」／武石正宣

Lifestyle／ライフスタイル
128 伝統と革新のブランドJBLヒストリー 第１回〈歴史は大型劇場用スピーカーからはじまった〉／大橋伸太郎（本誌）

150 輝きだす暮らしのワンシーン パーティーのひととき～メイド・イン・ジャパン／大橋伸太郎（本誌）

Essay／エッセイ
166 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2」
168 清水義範の放課後の視聴覚教室「子どもたちの映画」
200 ささきいさおの素適な映画館ごっこ

「新しい椅子導入で快適度UP！ミニシアターも登場！」

Products／新製品ピックアップ！

特集2

Ｗ杯READY!
ハイビジョン総力特集
ハイビジョンでW杯をまるごと楽しむためのキーワード15
／折原一也、飯塚克味、中林直樹（TROVADOR）、玉木正之、田崎健太、浅田友英（トムテック）、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手がけたホームシアターアクセサリークラフト図面集
薄型テレビ＆コンポーネントラック、DVD／リモコンホルダー、フットライト、サインプレート
／添田直輝、滝川淳、山本達雄、佐藤隆一

表紙イラスト／ソリマチアキラ

※連載「理想の観劇空間を求めて」は都合により休載しました。
また、内田繁氏の連載「モノローグ」は次号から新たなシリーズを開始します。ご期待ください。

ホームシアターは安くカンタンにつくれる!
さあ、薄型テレビシアター＆スクリーンシアターをはじめよう

28 PART 1  実例訪問

ついにはじめました、シアターライフ！実例訪問10
先輩たちのホームシアターを訪ねてみました／編集部、中林直樹（TROVADOR）

48 PART 2  セッティングノウハウ

これが鉄則！ホームシアターセッティングノウハウ集
／編集部

57 PART 3  システムプラン

ライフスタイル別ホームシアターシステムプラン5×
エントリーにお薦め！優良製品ガイド ／山之内正、井上千岳、村瀬孝矢、飯塚克味、編集部

78 PART 4 インテリアガイド

新生活応援特集！感性と機能で選ぶホームシアターインテリア50 ／編集部

緊急レポート

新世代ディスク・デイズリポート
HD DVD第一号機東芝HD-XA1、ついに発売! ／折原一也

204

アノ小倉智昭さんが唸った!
ホームシアターを手のひらに～マランツRC9500の魅力 ／編集部

92

123 連続特集

マンションでホームシアターを楽しむ!
小空間・小音量のホームシアター学／折原一也

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！

254 ホームシアターパスファインダー ／編集部

254 ホームシアター工房 米澤邸　258 Audio＆HomeTheater「Labo」兒林邸

174 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
「いよいよ着工、工事をちょっと覗いてみると…」／市川二朗、編集部Ｋ

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27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、折原一也、林正儀、村瀬孝矢、山之内正、編集部

182 パイオニアからついに登場! 50インチフルHDプラズマテレビ ／山之内正

208 マランツからフルHD DLPプロジェクター登場 ／大橋伸太郎（本誌）

209 あのシアターハウスから新素材のスクリーンが登場する！／村瀬孝矢

227 感性領域のAmplifier アキュフェーズの最新2機種を試聴 ／貝山知弘

231映画館のある家Hometheater design
232 住宅メーカーが考えるホームシアタートヨタウッドユーホーム×のだや宇都宮店
236 個人劇場の様式① ジョイフル 238 個人劇場の様式② 納谷建築設計事務所
242 個人劇場の様式③ サウンドクリエイト 246 個人劇場の様式④ エムズクリエイト
250 観劇空間のたたずまい NEXT ／編集部


