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ホームシアターファイル　vol.59　広告索引

アートディレクション
 桑原 徹（KuwaDesign）

デザイン
  桑原文子／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　創基

口絵図版・イラスト
 山名麗子、牧瀬 洋、石井 健

編集協力
 本山由樹子

エディトリアルディレクション
 野間美紀子

映画館のある家

大型新企画【連続特集】

いま、すぐはじめる！
ホームシアター
～すべてのテレビにサラウンドを！
part.1 インテリアスタイリング
 大塚家具と考える最新コーディネート 
part.2 実例＆ノウハウ
 テレビシアターはこんなにカンタン快適！
part.3 最新トレンド 3Dシアターのつくり方
part.4 プロダクト 新世代AVアンプ大特集
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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
ホームシアターグランプリ2011開催のお知らせ
編集後記
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【連続特集】

映画館のある家～ HOME THEATER DESIGN 2010 AUTUMN
ホームシアターのある風景 「潮騒が包む家（ミラコスタ）」 ホームシアター工房 大阪 
個人劇場の様式１ 「しなやかな美と暮らす」ライフスタイル
個人劇場の様式２ 「趣味に浸る〈男の隠れ家〉」アバックグランド新宿店
個人劇場の様式３ 「大理石が映えるリビング」AV KANSAI 堺本店
個人劇場の様式４ 「バイクと過ごす劇場」BASIS（ベイシス）
個人劇場の様式５ 「オペラ座のある別荘」オーディオファイル

【特集１】

大画面はやっぱり楽しい！
ホームシアター最新スタイル2010
カジュアルな薄型テレビシアターから2WAYシアターまで！
3Dテレビシアターを含む最新14例一挙紹介！

【特集2】

快適操作でストレスフリー
スマートハウス最前線
RC9001からiPhone,iPadまで

【特集3】

悠久のハイエンド、
復活の時　山之内 正

【連続特集】
エコポイントももらえる！
ホームシアターエコトク術

サブライム …………………………… 81
シアターハウス …………………………… 5
CAVジャパン …………………7.176.177
ジパング ……………………………… 81
シマムセン ……………………………192
シャイン ……………………………… 81
スター・チャンネル ……………………130
●タ行
ダイナミックスカスタマイズ ……………198
タイムロード ……………………………159
デノン …………………………………… 6
DEPT GROUP ………………………197
東京ブラインド工業 ……………………173
トステム ………………………………114
トムテック ……………………………… 82
●ナ行
日本インターナショナルオーディオ協議会
…………………………………………162
日本オーディオ協会 ……………………191
ネクスト ……………………………… 78
のだや …………………………………113
ノブ カークラフト ……………………… 81
●ハ行

Welcome Home！
表紙カバーストーリー～大画面って素晴らしい！
ホームシアターシーンを彩るSivoia QS
ホームシアターデザイン論 番外編　加藤洋一
ホームシアター・ネクストステージ
エプソンプロジェクター導入ドキュメント ～神奈川県小田川邸

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

スター・チャンネル NOW！
ホームシアター温故知新＆
ハイクオリティディスク厳選10枚　大橋伸太郎
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

編集部特選！ 新製品レビュー
2010 AUTUMN　一条真人、大橋伸太郎、山之内 正
ホームシアター時々刻々　山之内 正
‘The New German Icon ②’
どこでも置ける「ELAC BS182」　山之内 正
リビングオーディオの傑作
CANTON
シネスコシアターをはじめるなら…
Panamorph アナモフィックレンズシステム登場！

ホームシアター・クオリティアップ
2010 AUTUMN
サーモウールで快適ホームシアター生活 ～H邸
吸音ブラインドでオシャレに音をよくする！

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

全国インストーラーのお仕事探訪

ホームシアター名作ライブラリー
ZEPT　N邸／のだや福島店　F邸／
ホームシアター石川 アンティフォン　高西邸／
のだや宇都宮店　加藤邸／
アバック横浜ANNEX01　K邸／
オーディオコア　A邸／サウンドテック　中司邸
インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2010 AUTUMN

ハイエンドショウトウキョウ2010実行委員会
…………………………………………121
ハイ・ファイ・ジャパン …………………127
ハナムラトレーディング ………………… 8
ハーマンインターナショナル ……………… 4
ファルコン …………………………… 81
富士通テン …………………………… 表2
フューレンコーディネート ………………126
proshop vogue ………………………… 9
ベイシス ………………………………201
ホームシアター工房 ……………………195
●マ行
マックスオーディオ …………………… 79
マランツ ………………………………… 3
三菱電機……………………………… 表3
●ヤ行
ユキム …………………………………129
●ラ行
ライフスタイル …………………………197
Labo …………………………………200
リンジャパン ……………………………128
ルートロン アスカ ……………………… 表4
ロイヤルオーディオ …………………… 80
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ショールームに行こう①　サウンドクリエイト レガート
ショールームに行こう②　北海道セキスイハイム　岩見沢展示場
ショールームに行こう③　トステム東京ショールーム
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