
SPECIAL FEATURE総力特集

巻頭特集

14 等身大のわくわくを体験する
ホームシアターと暮らそう
特集1

24らんまんのサラウンド
ブルーレイ時代のサウンドスタイル！
わが家が、映画館に、スタジアムに、ライブハウスに変わる！

24 PART 1 マニフェスト
なんてったって臨場感！
ホームシアターの醍醐味がわかるサラウンドガイド

28 PART 2 実例訪問
臨場感に手を伸ばせ！
ホームシアターサラウンドスタイル6

41 PART 3 システムプラン
あなたにぴったりなスタイルはどれ？
サラウンドプラン×4

46 PART 4 使いこなし
AVアンプを楽しく使いこなす！
7.1chセッティングガイド

54 PART 5 基礎知識
臨場感がぐっと増す！
サラウンド構築ガイド
特別付録図面

59 マルチチャンネルスピーカー
セッティングシート5.1ch／7.1ch
特集2

64 基礎知識からメンテナンスまで
ホームシアター大Ｑ＆Ａ
特集3 

131 音環境を整える①
ゼロからわかる遮音対策
特集4

72 テレビ新時代到来！
超薄型、エコ、アクトビラ。

連続特集1

78 ハイビジョン探検隊
あなたのテレビをチェンジ！
第１回：アクトビラ編

連続特集2

112 ホームシアターのある風景
「優しい時間」
連続特集3

138 感性を刺激するリビングオーディオ
禁断の真空管アンプ

連続特集4
146 リモコン相談室第１回

母の日にかんたんリモコンプレゼント

C o n t e n t s
Vol.53  JUN 2009

わが家に映画館をつくるための雑誌隔月刊

BI-MONTHLY

vol.
53

と き



Advertising／広告索引
■ア
朝日電器…………………118
朝日木材加工 ……………10
アバック ………………20.21
アンティフォン ……………23
逸品館……………………125
ウイニング…………………23
エイデン …………………130
AV 関西……………………23
エプソン販売 ……………表4
オーディオファイル…………23
オンキヨー ………………表2
■カ
ガレージ・ショウエイ………23
クァンタム…………………23
KEF JAPAN ……………111
■サ
サウンドテック……………127

佐々木電装店……………128
サブライム…………………23
シアターハウス ……………4
CAVジャパン ………5.84.85
シー・エス・シー …………157
シネマらうんじ……………118
ジパング …………………23
シマムセン………………129
■タ
タイムロード………………199
トムテック ………………116
■ナ
ネクスト ……………………22
のだや ……………………19
ノブカークラフト …………23
■ハ
ハイ・ファイ・ジャパン ………8
ハーマンインターナショナル……3
日立製作所………………82.83

ファルコン…………………23
FIST………………………128
フューレンコーディネート …135
proshop vogue……………40
polkaudio ………………124
ホームシアター工房 ……126
■マ
マックスオーディオ ………117
三菱電機…………………表3
■ヤ
ヤマハファシリティマネジメント…124
ユキム ……………………122
■ラ
Labo ……………………128
リンクスタイルズ……………6
リンジャパン ……………123
ロイヤルオーディオ………119

平成21年6月20日刊行第10巻第3号年6回刊通巻53号 ISSN1349-6247

vol.
53

1300,定価　　　　　 円

2009

JUN
6
10th
anniversary

わが家を映画館に、ライブハウスに、スタジアムに変えるエンタメマガジン

第1特集　ブルーレイ時代のサウンドスタイル

らんまんのサラウンド
ホームシアターづくりに

役立つ

実例
30以

上

ホームシアターファイルが
コンテンツマガジン

ブルーレイ、地デジ、アクトビラ…。旬のキーワード満載
連続特集

映画館のある家
HOMETHEATER DESIGN

!

!

第2特集 ホームシアター大Ｑ＆Ａ

巻頭カバーストーリー

ホームシアターと暮らそう
特別付録 5.1/7.1ch

スピーカーセッティングシート
第3特集 音環境を整える①　

ゼロからわかる遮音対策
第4特集 超薄型、エコ、アクトビラ。

テレビ新時代到来

連続特集5

159 映画館のある家
160 個人劇場の様式� NEXT O邸
164 個人劇場の様式� クリアーサウンドイマイ 元智邸
168 個人劇場の様式③ アバック秋葉原新本店 大槻邸
172 観劇空間のたたずまい� ホームシアター工房大阪　K邸
176 観劇空間のたたずまい� のだや宇都宮店　田村邸

ENTHUSIASTSホームシアターファイル

13 ファイルナンバーのご案内と今号のファイルたち
76 日立UTシリーズ導入ドキュメント

レイアウト自由型にほれぼれ。こんなテレビ見たことない！

88 小倉智昭のエンタのサムライ
エンタのサムライin A&Vフェスタ2009

156 読者の広場

PRODUCTS優秀製品ピックアップ

148 ホームシアター・プロダクトガイド
注目製品18モデルを厳選！
今が買い時の製品そろえました

186 ELAC連続特集第4回
銘機の頂点～エラックの象徴600LINE

188 Radius HDシリーズ連続特集第3回
薄型テレビを彩るサウンドバー『Radius One HD』

SOFTソフトレビュー
92 シネアストの映像追跡「ジェイン・オースティンに挑んだ監督たちⅡ」
95 大画面&サラウンドで観たい！

ブルーレイ＆ＤＶＤ+ エアチェック！
EXPRESS

106 I Hi-Vision
110 ホームシアターしあわせレシピ&Phile's Bar

Lifestyleライフスタイル

82 HITACHI Woooで検証！
納得！ダウンロードコンテンツの高画質

84 ＣＡＶＪＡＰＡＮ連続特集①
ホームシアター工房も推薦！
インストーラーを支えるビルトインプロダクト

120 極上の“すわり”への誘いTribuna
143 ハイコストパフォーマンスプロダクツ

市川二朗が、聴きました。

Informationインフォメーション

63 定期購読キャンペーンのご案内

111・157 テイク・ノート・プリーズ　旬の情報を速攻レポート！
158 編集後記

206 愛読者プレゼント＆アンケート

Essayエッセイ
86 清水義範の放課後の視聴覚教室

味な男優の映画はこれ

90 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
ＷＢＣに湧いたささき邸シアター。
スポーツ中継の発展に期待！

Installインストール
178 ホームシアターパスファインダー

朝日電器 久保邸
グランドアバック新宿店 藤原邸

190 噂のカスタムインストーラー
リンクスタイルズ西本昭裕氏

191 インストーラーガイド

ホームシアターショップナビ2009 JUNE
204 ホームシアターショールーム探訪

ホームシアター工房東京

表紙デザイン／
大前デザイン室
アートディレクション／
ポンプワークショップ
口絵レイアウト／
ポンプワークショップ
クワデザイン
いきデザイン
ＳＤＯ
表紙イラスト／
ソリマチアキラ

口絵図版、イラスト／
山名麗子
川村ナヲコ
牧瀬洋
石井健
風阿弥
執筆・出演／
飯塚克味
市川二朗
井上千岳
大橋伸太郎
小倉智昭
折原一也
貝山知弘
�恵子
鴻池賢三
米谷紳之介
今野雄二
ささきいさお
清水義範
高木 創
中林直樹（TROVADOR）
林正儀
本山由樹子
山之内正
編集部
編集協力／
本山由樹子
中林直樹（TROVADOR）


