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定期購読のご案内
テイク・ノート・プリーズ 旬の情報を速攻レポート！
読者の広場 & Phile VOX
プレゼント＆アンケート
エプソン EH-TW3600を
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大画面＆サラウンドで観たい！
ブルーレイ＆ＤＶＤ ＥＸＰＲＥＳＳ
飯塚克味、米谷紳之介、本山由樹子

ハイクオリティディスク厳選10枚　大橋伸太郎
ホームシアターしあわせレシピ＆phile’s BAR
スターチャンネルＮＯＷ！
映画を巡る冒険　堀切日出晴
シネアストの映像追跡　貝山知弘
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ホームシアターショウルーム 1
セキスイハイム×ダイナミックスカスタマイズ
ホームシアターショウルーム 2
らいふくれよん

Are you experienced?
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インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2011 SPRING

Install

219

地デジ対応リビング
をつくる①
すべてのテレビにブルーレイ＆サラウンドを！
PART1 つくりかたノウハウ
PART2 ブルーレイレコーダーのすべて　折原一也
PART3 地デジのサラウンドをチェック　高橋 敦

083

 VOL.61  SPRING  2011

011 Welcome Home！
表紙カバーストーリー ～ホームシアターって素晴らしい！
ホームシアターと暮らそう！ ～寺田邸・インストール アンティフォン
シアターリフォーム　暮らしが変わる！ 暮らしを変える！
パナソニック電工ホームエンジニアリング（株）
わたしとホームシアター ～林清平さん
【導入ドキュメント】
わが家にプロジェクターがやってきた ～長野県 依田邸

Lifestyle
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Product

Special Feature

058
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【特集2】

ホームシアター大Ｑ＆Ａ
シアターづくりとスマートハウスの成功の秘訣　鴻池賢三
【特集3】

ホームシアターリフォーム
いまあるリビングが映画館に、スタジアムに変わる！
【特集4】

マイ・ベスト・プロジェクターを探せ！
堀切日出晴が徹底指南！ 最新プロジェクターの使いこなし

155

【連続特集】

スマートハウス
ホームネットワークで暮らしがもっと豊かになる！
【特別企画１】

ウインドートリートメント
成功のカギは窓にあり！
【特別企画2】

台湾ホームシアターとはずがたり
Integra Theater訪問記
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ホームシアター探検隊　天野ひろゆき
エンタのサムライ　小倉智昭
素敵な映画館ごっこ　ささきいさお

Essay

住まいのAVの頭脳
～Denon AVR-4311/AVR-3311　山之内 正
「地デジ対応リビング」にピッタリ！
～Fostex GXシリーズ　高橋 敦
VAZIOでつくる、はじめる「地デジ対応スタイル」
オーディオ評論家大橋伸太郎氏が語る
AGC旭硝子「まどまど」の魅力
ＶｉｅｎＰｏｄ　趣味の楽しみ自由に広がる
高機能＆エコトクソリューション

大型企画告知！ ‘音のDAIKEN’が贈る
防音／調音クリニック、本誌次号より開始へ！

抜群の設置性、感動のパフォーマンス
エプソン EH-TW3600の選ばれる理由
ビクター DLA-X3
映像美と３Ｄの衝撃。リビングシアターは新世紀へ

AVセンターを超えた… Integra新ラインアップ登場！
ELAC "The New German Icon"④
私とエラック　関 桂良（アバック）、中林直樹（TROVADOR）
音のプロが語るサーモウールの魅力①

編集部特選！ 新製品レビュー
2011 SPRING　中林直樹（TROVADOR）、山之内 正
ホームシアター時々刻々　山之内 正
進化するテレビ　パナソニック新VIERA登場！
リニューアル連載スタート！

ホームシアターメンテナンス塾
鴻池賢三
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