
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 file05
三菱DLPプロジェクター導入レポート
LVP-HC3800の実力
DLPファンが観た！
ドクター中松さんのホームシアター

発明王のダイナミックシアター
わが家に映画館が
やってくる！
地下の防音室〜小石英明さん編

ホームシアターのある風景

Lifestyle
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普段はお子さんたちが元気に
走りまわるリビング、でもリモ
コンのボタンをスッと押すだけ
で、映画館に、スタジアムに
一変！ 充実のインドアライフ
が満喫できる空間です。
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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
色とりどり 「紫の巻」

スター・チャンネル NOW！
「5月1日は無料放送の日」の巻

シネアストの映像追跡
「チェ・ゲバラを描いた監督たち Ⅱ」
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【特集１】

日々を彩る、暮らしがかわる！

ブルーレイ
シアター
【特集2】

エコシアター・
リノベーション
もっとかしこくスマートに暮らす！
家電／住宅版エコポイント活用術からスマートハウス計画まで

【特集3】

３Ｄの時代が
やってきた！
【特集4】
ネットワークでつながる、広がる

快適配信ライフ
【連続特集】

感性を刺激するリビングオーディオ
フロア型デザインスピーカー

【連続特集】

映画館のある家
～HOMETHEATER DESIGN

Special Feature
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【表紙写真】
撮影／草野清一郎
大分県・亀井邸
インストール／朝日電器
	 森永昭嘉氏
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ホームシアターファイル　vol.57　広告索引

ホームシアター用ディスプレイのベスト･オブ･ベスト 
インストーラーがたどりついた〈CELLレグザ〉
ＣＡＶ ＪＡＰＡＮ連続特集5 
美しさと感動体験を演出するプロジェクター昇降機
CAV JAPAN　HT-70
ガラスメーカーだから実現できた
窓ガラスの‘ハイエンド’ インナーウインドmado2 ‘まどまど’
明るいリビングシアターにピッタリ！
オーエスからウルトラビーズスクリーン登場！

永く付き合える名品を選ぶ
THEATER PRODUCTS 2010 Spring
次世代省エネ住宅に最適なグラスウール「アクリア」シリーズ
コスモプロジェクト×アバック連続企画
第3回  NEXT Seriesを評論家がチェック！

ホームシアター・クオリティアップ

Product 
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清水義範の映画のツボ
小倉智昭のエンタのサムライ
ささきいさおの素敵な映画館ごっこ

Essay
151
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ホームシアターデザイン論 最終回
ブラックルームの先へ…

アバックGRAND新宿店リニューアルオープン！

ホームシアター・パスファインダー
CEDIA JAPANニュース
インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2010 SPRING

Install
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リフォームでつくる！
家族の絆を育む美しきリビングシアター
パナソニック電工ホームシアターエンジニアリング

〈CELLレグザ〉インストーラー向け体験会レポート

‘音のDAIKEN’が創るホームシアターの魅力について
テイク・ノート・プリーズ　旬の情報を速攻レポート！
定期購読のご案内
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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アートディレクション		■

デザイン		■

口絵図版、イラスト		■

執筆・出演		■

編集協力		■

企画監修		■

桑原 徹（KuwaDesign）

桑原文子、中野美紀（KuwaDesign）、
ポンプワークショップ、いきデザイン、SDO、創基

山名麗子、石井 健、牧瀬 洋、吉岡律人

天野ひろゆき、一条真人、飯塚克味、大橋伸太郎、小倉智昭、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、さ
さきいさお、清水 崇、清水義範、ドクター中松、中林直樹（TROVADOR）、
野田怜男、林 正儀、本山由樹子、山之内 正、編集部

本山由樹子、中林直樹（TROVADOR）

大口孝之（3Dの時代がやってきた！）




