
SPECIAL FEATURE総力特集

巻頭特集
16 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

22デザインシアター
最前線
こんな映画館のある家に
住みたい！

22 ＡＶＢＯＸ S邸
26 スターディスタイル　渡部邸
28 ホームシアター工房大阪　鈴木邸
30 ホームシアター工房名古屋　山内邸
32 パナソニック電工　M邸
34 サウンドクリエイト S邸
36 テクノ鴻之台店　K邸
38 ウイニング　I邸
40 のだや郡山本店　 緑川邸
42 ホームシアター高知　古杉邸

44 コラム デザインシアター攻略ガイド

特集2

83 音環境を整える後編
調音する
特集3

92 夏の新作AVアンプガイド
ブルーレイがもっと楽しくなる！
特別企画1

48 そこが知りたい！
インストーラーのお仕事＠現場
特別企画2

60 今が買い時！テレビからはじまる
エンタメライフ
連続特集1

52 ホームシアターのある風景
「眺めのいい部屋」

52 ダイナミックスカスタマイズ 林邸
56 ライフスタイル H邸

連続特集2

73 感性を刺激するリビングオーディオ
シアターラックで生活革命！
連続特集3

98 ハイビジョン探検隊
第2回　J：COM
連続特集4

142 リモコン相談室第2回
海外製学習リモコンの個人輸入にチャレンジ！
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Advertising／広告索引
■ア
朝日電器…………………138
朝日木材加工 ………………5
アバック……………………82
アンティフォン……………126
逸品館……………………137
ウイニング ………………126
エイデン …………………130
AV 関西 …………………126
エプソン販売 ……………表4
オーディオファイル ………126
オンキヨー ………………表2
■カ
ガレージ・ショウエイ ……126
クァンタム ………………126
KEF JAPAN ……………141
■サ
サウンドクリエイト …………12

サウンドテック……………131
佐々木電装店……………135
サブライム ………………126
シアターハウス ……………6
CAVジャパン ………9.70.71
ジパング …………………126
シマムセン ………………133
すみや ……………………132
■タ
ダイナミックスカスタマイズ135
タイムロード………………139
トムテック ………………124
■ナ
ネクスト ……………………14
のだや……………………125
ノブカークラフト…………126
■ハ
ハイ・ファイ・ジャパン ……10
ハーマンインターナショナル …4

日立製作所 ………66.67.68.69
ファルコン ………………126
FIST………………………135
富士通テン …………………3
polkaudio ………………128
ホームシアター工房 ……134
■マ
マックスオーディオ…………72
三菱電機…………………表3
■ヤ
ヤマハファシリティマネジメント 128
ユキム ……………………129
■ラ
ライフスタイル……………136
Labo ……………………136
リンクスタイルズ …………21
ロイヤルオーディオ………127
付録
パナソニック……22.23.24.25

第2特集　音環境を整える" ゼロからわかる調音
第3特集 ブルーレイにぴったり！ 夏の新作エントリーＡＶアンプ徹底ガイド

スタイリッシュに行こう！
第1特集　デザインシアター最前線～こんな映画館のある家に住みたい！

30
実例

以
上

ホームシアターづくりに
役立つ

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
平成21年8月20日刊行第10巻第4号年6回刊通巻54号　ISSN1349-6247

いま、薄型テレビが買い時！
特別企画 テレビからはじめるエンタメライフ

定価1,300円特別付録小冊子

ホームシアター・インテリアスタイリングブック 2009
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連続特集　Hometheater Design 

映画館のある家
ホームシアターファイルが
コンテンツマガジン

ホームシアターファイルは
CEDIAメンバーです

HOMETHEATER DESIGNホームシアターデザイン

155 映画館のある家
156 個人劇場の様式� アートクルー M邸
160 個人劇場の様式� グランドアバック新宿店 H邸
164 個人劇場の様式③ Budscene O邸
168 個人劇場の様式� アンティフォン T邸
170 個人劇場の様式⑤ ジョイフル W邸
172 個人劇場の様式� アバック秋葉原本店 Ａ邸
176 ホームオートメーションの波� AV Kansai A邸
180 ホームオートメーションの波� NEXT 名古屋本店ショールーム
186 ホームシアターデザイン論　第1回

リビングシアター～ホームシアターの日本的なるもの

ENTHUSIASTSファイル

15 ファイルナンバーのご案内と今号のファイルたち
102 小倉智昭のエンタのサムライ

映画監督・品川ヒロシ

152 読者の広場今号のこの人 & phile VOX

PRODUCTS優秀製品ピックアップ

78 MONITOR AUDIO連続特集第4回
ブルーレイ時代のエントリー機『Vector Series』

80 ELAC連続特集第5回
銘機の淵源～日本でELACが支持される理由

わ け

144 ホームシアター・プロダクトガイド
注目製品16モデルを厳選！
今が買い時の製品そろえました

SOFTソフトレビュー
100 シネアストの映像追跡「ケン・ローチ」
107 大画面で観たい！

ブルーレイ＆ＤＶＤ+ エアチェック！
118 I Hi-Vision
122 ホームシアターしあわせレシピ＆Phile,s Bar

123 制作者小林悟朗氏が語る
小澤征爾『「幻想」＆「巨人」』

Installインストール
182 ホームシアターパスファインダー

ホームシアター工房東京 Ａ邸
187 CEDIA JAPAN結成！

世界最大のカスタムインストーラーの団体、ついにニッポン上陸！

188 噂のカスタムインストーラー
トムテック 浅田友英氏

189 インストーラーガイド
ホームシアターショップナビ2009 AUGUST

Essayエッセイ
104 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ

連載50回！試行錯誤の繰り返し。
まだまだ見果てぬホームシアターの旅

106 清水義範の映画のツボ
女性監督は気分に流される

Lifestyleライフスタイル

66 リビングの明日、インテリアスタイリングの未来
日立Wooo UTシリーズが拓くニューライフスタイル

70 ＣＡＶＪＡＰＡＮ連続特集②
スリムタワースピーカーTT7000シリーズ

90 窓辺の救世主『吸音ブラインド』
151 ホームシアターメンテナンス＆トラブルシューティング！

Informationインフォメーション

139 テイク・ノート・プリーズ　旬の情報を速攻レポート！

154 編集後記

202 愛読者プレゼント＆アンケート

アートディレクション／
ポンプワークショップ
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
牧瀬洋
石井健
川村ナヲコ
執筆・出演／
飯塚克味
井上千岳
大橋伸太郎
小倉智昭
貝山知弘
加藤洋一
鴻池賢三
小堺一樹
小林悟朗
米谷紳之介
今野雄二
ささきいさお
清水義範
高安重一
中林直樹（TROVADOR）
八田創
林正儀
前山伸江
本山由樹子
山之内正
横山稔
編集部
編集協力／
本山由樹子
中林直樹（TROVADOR）
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