
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 le04
ホームシアターのある風景

 「至上の時間」
わが家に映画館がやってくる！
究極の個人劇場～Ａさん編
地下の防音室～小石英明さん編
あしたのホームシアター
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無垢の美しい質感が鮮烈な
印象をかもしだす松村邸。太
陽パネルを用いた暖房の採
用で、木枯らしの季節もポカ
ポカと暖かくリビングシアター
を楽しめるのだそうです。
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大画面で観たい！

ブルーレイ＆
ＤＶＤ ＥＸＰＲＥＳＳ
大橋伸太郎のクオリティ・チェック
ホームシアターしあわせレシピ＆Phile's Bar
シネアストの映像追跡 「チェ・ゲバラ Ⅰ」
色とりどり 「青」
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【巻頭特集】

決定！

ホームシアター
グランプリ2010
インストール部門　読者500人が決める
プロダクト部門　　インストーラー＋識者100人が決める

【特集1】

2010年 最新実例 大集合！

ニッポンの
ホームシアター
百景
【特集2】

NEW PROJECTOR COLLECTION 2010
最新鋭プロジェクターの競演！

【特集3】

2010年、ホームシアターのトレンド

映画館のある家
～HOMETHEATER DESIGN

 ホームシアターインテリア
 スタイリングブック2010

 High-End CAR AUDIO 冬

Special Feature
025

056

115

147

251

■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、牧瀬 洋

■執筆・出演
浅田友英、飯塚克味、石田知久、石橋栄智、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、米谷紳之介、今野雄二、桜庭太郎、ささきいさ
お、清水義範、高橋 敦、中林直樹（TROVADOR）、野田
怜男、林 正儀、深沢慶太、増野亜子、本山由樹子、山
岡裕和、山之内 正、編集部

■編集協力
本山由樹子、中林直樹（TROVADOR）

【表紙写真】
撮影／井上良一
埼玉県・松村邸
インストール／のだや宇都宮店
織井雅史氏

特別付録
小冊子

特別付録
小冊子
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●マ行
マックスオーディオ ……………………146
マランツ ………………………………… 8
三菱電機……………………………… 表3
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ホームシアターファイル　vol.56　広告索引

この画質、ベストオブベスト 
ハリウッドの映像表現、ビエラVシリーズ
漆黒と輝きの映像美 
エプソン EH-TW4500

キーワードは「録る」と「つなぐ」 
暮らしをデザインする新時代のテレビWooo

ＣＡＶ ＪＡＰＡＮ連続特集4 
デジタルとアナログを融合した新しいライフスタイルコンポVAZIO誕生！

ホームシアター・クオリティアップ
永く付き合える名品を選ぶ

THEATER PRODUCTS 2010 Winter
GOOD DESIGN COLLECTION
建築家が語るAura neo, Aura groove
MONITOR AUDIO連続特集 
第６回　ユーザーが語るSilver RX Seriesの魅力

PIEGA TMicroが創る
輝き出す暮らしのワンシーン
薄型テレビスマート化計画
ADKのWシリーズで壁寄せ派になろう！
設置イメージでわかる！
オシャレに彩るフェルトーンの活用術
コスモプロジェクト×アバック連続企画
第2回 実践！ NEXT Series設置案内
実力派インストーラーが語る
「クワイセントパネル」の使いこなし術
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ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
刺激と出会いを求める日々

小倉智昭のエンタのサムライ
オトテンを行く

清水義範の映画のツボ
その参　難解な映画に要注意

Essay
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ホームシアター・パスファインダー
サウンドテック　木原邸 ／ CYMA　T邸

ホームシアターデザイン論
第３回　ブラックルーム

インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2010 WINTER

CEDIA JAPANニュース
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書評 ～『バリ島ワヤン夢うつつ』
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 今号のこの人 & phile VOX
編集後記
プレゼント＆アンケート
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