
Welcome Home

ホームシアターのある家に暮らそう
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 fi le03

あしたのホームシアター
Glass Screen & Pinpoint Arena

ホームシアターのある風景

 「ぼくらの楽園」

Lifestyle
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撮影／佐藤日出夫
石川県・奈須野邸
インストール／アンティフォン

松居邦彦氏
光あふれる広々としたリビン
グ。元気なふたりの男の子が
ジッと釘づけになる大画面。
ほぼ毎日楽しんでいるという
奈須野邸のリビングシアター
は、家族みんなに愛され輝き
を放っています。

【表紙写真】
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大画面＆サラウンドで観たい！

ブルーレイ＆ＤＶＤ
ＥＸＰＲＥＳＳ
大橋伸太郎のクオリティ・チェック
I ♥ Hi-Vision
シネアストの映像追跡 「イーストウッド2作」
色とりどり 「赤」
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ホームシアターってすばらしい！
ささきいさおさんと小堺一機さんが
小倉智昭さんのホームシアターを訪ねた
【特集1】笑顔あふれるわが家へようこそ！

家族と楽しむ
リビングシアター
【特集2】ブルーレイシアターのススメ
この秋買いたいハイエンドプレーヤーから高機能レコーダーまで。

【特集3】ホームシアターライティング
あかりの基礎知識からホームシアターづくりに役立つ
照明テクニックまで完全網羅

新装刊記念！ 愛読者プレゼント
～55名様にホームシアターグッズが当たる！

映画館のある家
～HOMETHEATER DESIGN
特別付録「Blu-ray Demo Disc」解説

Special Feature
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特別付録

 Blu-ray
Demo Disc
ウォルト ディズニー スタジオ
ホーム エンターテイメント トレーラー集

■アートディレクション
桑原 徹（KuwaDesign）

■デザイン
桑原文子、坂上啓美、櫻井克也、中野美紀、
熊本卓朗（KuwaDesign）、ポンプワークショップ、
いきデザイン、ＳＤＯ

■口絵図版、イラスト
山名麗子、石井 健

■執筆・出演
飯塚克味、一条真人、井上千岳、大橋伸太郎、
小倉智昭、小山信一郎、貝山知弘、加藤洋一、
國本学史、鴻池賢三、小堺一機、米谷紳之介、
今野雄二、ささきいさお、清水義範、中林直樹
（TROVADOR）、林 正儀、深沢慶太、本山由樹
子、山岡裕和、山寺宏一、山之内 正、編集部

■編集協力
本山由樹子、中林直樹（TROVADOR） 
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ホームシアターファイル　vol.55　広告索引

感性を刺激するリビングオーディオ
最新デザインコンポ案内

永く付き合える名品を選ぶ
THEATER PRODUCTS 2009 Autumn
MONITOR AUDIO連続特集 
第5回　Silver RX Seriesから見る　On-Wallでつくるホームシアター

低域に効果を発揮する夢の吸音材 
『クワイセントパネル』

三菱電機からプロジェクター２機種登場！
ＣＡＶ ＪＡＰＡＮ連続特集３ 
家族みんなが笑顔になる！ 愛くるしいデザインコンポ Ⅰ PIGLET

日本屈指の職人が生んだリクライニングチェア 
TribunaHeavenly Chair～天国の椅子、至上の寛ぎ

「Davone」美しき流線型の秘密
ELAC連続特集 
最終回　銘機の総覧～全シリーズの特徴をおさらい
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清水義範の映画のツボ
ＣＧは映画をかえてしまった

小倉智昭のエンタのサムライ
～上田正樹レゲエを歌う

Essay
127
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ホームシアターデザイン論
第２回　イージー・トゥ・ユースからオートメーションへ

ホームシアター・パスファインダー
インストール密着ドキュメント
リフォーム／専用室シアター　朝日電器

「映画館のある家」づくりドキュメント
Ｎ邸　ホームシアター工房×ダイナミックスカスタマイズ

CEDIA JAPAN結成式レポート
噂のカスタムインストーラー
ホームシアター工房　山岡裕和氏

インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2009 AUTUMN
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いつものリビングがシアターに
パナソニック電工ホームシアターエンジニアリング

広く明るい夢の地下室　工藤建設
音のＤＡＩＫＥＮショールーム誕生！
ポータブルからユビキタスへ
ACCO＊とつくる快適ミュージックライフ
サウンドスフィアに新しい仲間が登場！ 
手軽な吸音材NEXTシリーズ

吸音するブラインド「フェルトーン」の効果を聴く！
テイク・ノート・プリーズ
旬の情報を速攻レポート！

ホームシアターメンテナンス塾
テーマ１　映像調整で画をよくする！

クオリティアップ
「座る」を考える

読者の広場 今号のこの人 & phile VOX
I'm Home　編集後記
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