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3年前の小出邸のリビングシアター。美しさは
そのままに、しかし使われ方は変わってきた

【表紙写真】

千葉県・小出邸
インストール／オーディオファイル　吉田雅光氏

オーディオファイル
〒286-0221　千葉県富里市七栄121-1
☎0476-90-4660
http://www.audio-phile.jp
audiophile@audio-center.ne.jp

３年前の新築時にリビングシアターをつくりあげた小出さん。インスト
ーラー、オーディオファイルの吉田さんと二人三脚で完成させた美

しきビルトインシアター。完成後間もない時期に本誌にご登場いただき
ました。それから3年が経過。多少の機材の変更はありましたが、リ
ビングシアターの美しさは変わりません。ただし、リビングシアターの使
われ方に大きな変化がありました。3年前の取材当時、リビングシアタ
ーを楽しんでいるのはもっぱらご主人でした。「ホームシアターがほしく
て家をつくった（笑）」直後なので、まだ家族はそれほど参加していな
かったそうです。ところがいまでは、奥様も、ご長女の志音（しおん）
ちゃんも、大スクリーンを積極的に楽しんでいるそうです。「最近は長
女も見るようになってきたので、ディズニーのボックスなどを買って、家
族で楽しんでいます。実は新築時には専用室も考えていましたが、
吉田さんのアドバイスを受けて、使用頻度を上げるためにリビングシア
ターにしたのです。見事にその目論見が当たりましたね、さすが吉田
さん」。小出邸では、この3年間にもうひとつ変化があった。昨年夏音
（かのん）ちゃんが生まれたのだ。数年後には夏音ちゃんもホームシア
ターファイルの一員になるはずだ。小出邸のリビングシアターは、これ
から家族の物語を紡いでいくことだろう。
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