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262 噂のインストーラー オーディオ・サトー
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 OCTOBER
276 ホームシアターショールーム探訪 のだや郡山本店

表紙イラスト／ソリマチアキラ

※連載「歌謡とデザインの精神史」「新・わが家にホームシアターがやってくる！」は特集掲載のため休載します。

ウェルカム！ハイビジョンシアター
わが家が、映画館に、コンサートホールに、スタジアムに、秘境に変わる！

ハイビジョンシアターって憧れ？
いえいえ、もうあなたのすぐ近くにあるんです。

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！
254 ホームシアターパスファインダー

254 BASIS 若園邸
258 エムズクリエイト 向井邸

148 ＴＨＸ認定アクオスが魅せる映画映像の理想の世界

149 スクープ！ デノンが贈る今年のビッグサプライズ！
170 新・ヒューマンビエラが描く新しいリビングシアターのかたち

203 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13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！

248 北欧モダニズムの美学が結晶！
バング&オルフセンBeoVision 7-40

275 MONITOR AUDIO～新フラグシップ『Platinum』速報レポート

250 新連載！プロダクトデザイン考現学
「ソニーデザインが魅せた音と映像の新しい佇まい」

182 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

190 市川二朗のホームシアター基礎知識道場
「アンプ編｣

192 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
「ディスプレイの汚れ対策｣

252 ホームシアター新照明論
「ルートロン〈グラフィックアイQS〉誕生！｣

186 清水義範の放課後の視聴覚教室
「異色作もまた楽しいもの」

188 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
「よい音の追求の極みを体験」
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151 連続特集カーシアターファイルvol.2
90 デスクトップ・ハイビジョンシアターという選択 EIZO FlexScan

98 ロジクールハーモニーと歩むワンタッチシアターライフその後
100 家族にやさしいホームシアターへ。Nevoがいざなう
146 映像と空間を慈しむ液晶テレビAQUOS Gシリーズ
167 カスタムインストーラーと歩み続けるSpeakerCraft
168 転ばぬ先の杖!?シアターハウスのエクセレントグッズ

92 その色彩を身に纏えば…
そこはもう、あなただけの『イバラード時間』

103 上映開始時間はあなた次第！
新作DVD＆ハイビジョン情報局

200 シネアストの映像追跡
「ペドロ・アルドモバルは興奮を誘う」

Enthusiasts

Special 
feature

新製品ピックアップ！Products

インストールShop Information

PART 1ハイビジョンシアターライフ the best 9
わくわくできる時代が来た！

PART 2ソフトもハイビジョンへまっしぐら
ビッグタイトル勢揃い、ジャンルもこんなに豊富！

PART 3ハイビジョンの魅力Ｑ＆Ａ
ハイビジョンのことスッキリまるわかり！

PART 4ハイビジョンシアターの賢いつくり方
＆お役立ちプロダクツガイド

PART 5ビルトインシアターのつくり方
失敗しないために必読！ハイビジョン時代の新常識

PART 6ハイビジョンシアター・システムプラン×5
ライフスタイルから考えるシステムプラン

PART 7耳で味わうハイビジョン
時代はついにＨＤオーディオに踏み込む！

特集のコンテンツはこちら！

216 ホームシアターリノベーション NEXT T邸
220 収納メーカーが考えるホームシアター IP20 K邸
222 個人劇場の様式① デザインオフィスアルモ石井邸
226 個人劇場の様式② ホームシアターシステムズS邸
228 個人劇場の様式� ホームシアター工房大阪 T邸
230 個人劇場の様式� オーディオ・サトー岩崎邸
232 観劇空間のたたずまい① エイデン栄田邸
234 観劇空間のたたずまい② FOR MUSIC COMPANY H邸
236 観劇空間のたたずまい③ オンキヨーI邸
238 観劇空間のたたずまい④ のだや郡山本店N邸
240 ホームシアター・ショールーム①コイズミ照明福岡ショールーム
242 ホームシアター・ショールーム②リンクスタイルズそごうインテリアスタジオ
244 ホームシアターデザインカンディハウス東海ショールーム

215

隔月刊

BI-MONTHLY

COLUMN 1 体観！ハイビジョンシアターの世界
COLUMN 2 シネフィルに話題の24pって何？
COLUMN 3 観劇空間を美しく彩るホームシアタースケーラー
COLUMN 4 次世代録画メディアの顔ぶれチェック！
COLUMN 5 大画面で楽しむためのハイビジョンムービー作成術

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

196 EVENT～ドイツ映画祭レポート
197 BOOK～書評内田繁著『普通のデザイン』

198 CINEMA～諏訪敦彦監督インタビュー
199 EVENT～SKIPシティDシネマ映画祭レポート

ホームシアターフォーラムHometheater Forum

ハイビジョンシアターって憧れ？
いえいえ、もうあなたのすぐ近くにあるんです。
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特集2

これからのミュージックライフ
全国の音楽ファンよ、来たれ！

特集3

ホームシアター快適空間術「座る」
ホームシアターに最適な椅子＆ソファ選び

特集4

新世代ＡＶアンプ特集
HDオーディオがやってくる！

特集5

リモコンで快適コントロール！
家族にやさしいホームシアターのススメ

連続特集

映画館のある家Hometheater
Design

193 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

インフォメーションInformation


