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大画面＆サラウンドで観たい！
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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
新連載！ ホームシアターを100倍楽しむ！
映画にまつわるエトセトラ
監修/ドルビージャパン　文/ドルビージャパン・松浦 亮

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

Soft

ホームシアターショウルーム ①
パイオニア プラザ銀座
ホームシアターショウルーム ②
コール徳島店

Are you experienced?
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「映画館のある家」コレクション
インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2011 SUMMER
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サラウンドは楽しい！

ホームシアター
最新スタイル10
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Product

総力特集　デジタルライフは新しいステージへ

地デジ対応
リビングシアターをつくる！
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Special Feature

【特集4】
キレイに照らして、賢く省エネ
ホームシアター新照明計画
【連続特集】

スマートハウス 第２回
ネットワークでコンテンツは無限になる!?
高橋 敦
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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

進化したWooo
ホームシアターのメインディスプレイへ。　大橋伸太郎
ビクター DLA-X3
圧倒的なクオリティ。リビングシアターのベストモデル

AVアンプは、いま、AVセンターへ。
～Denon AVR-3312/AVR-1912　山之内 正

ホームシアターの地平を切り拓く
パイオニア VSA-LX55　鴻池賢三

吸音ブラインド「フェルトーン」導入レポート！
「風の杜」前編

編集部特選！ 新製品レビュー
2011 SUMMER　鴻池賢三、高橋 敦、山之内 正
ホームシアター時々刻々　山之内 正
ELAC"The New German Icon"⑤
狭小空間にも設置できるエラックのスピーカー　山之内 正
音のプロが語るサーモウールの魅力②
‘音のDAIKEN’があなたの悩みを解決！
防音/調音クリニック　第１回　大橋伸太郎

ホームシアターメンテナンス塾
鴻池賢三
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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！
～吉本邸・インストール ウイニング

レグザの〈タイムシフト〉のある風景　山之内 正
スマートハウスは新境地へ。
digidimが暮らしをかえる
ベテランユーザーも唸る圧巻のクオリティ
ビクターDLA-X7、感涙の導入ドキュメント！

Lifestyle
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【特集3】

全14ブランドを
聴きくらべ！
地デジ対応スピーカー徹底試聴
中林直樹（TROVADOR）
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【特集2】

サラウンド環境をつくろう！
地デジ時代のシアター計画　鴻池賢三

050


