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映画館のある家

【特集１】

ホームシアターグランプリ2011
読者500名が選んだ今年を代表するホームシアター
インストーラー100名が選んだ名作プロダクト！
快適なホームシアターライフをガイドする名作紹介
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022 【連続特集】
映画館のある家～ HOME THEATER DESIGN 2011 WINTER
ホームシアターのある風景 「都市生活者が憩うまほろば」アバック秋葉原本店
個人劇場の様式１ 「美しきガレージハウス」テクノ鴻之台店
個人劇場の様式２ 「大人のリラクゼーション」オーディオ・サトー
個人劇場の様式３ 「ホームシアターデザイン」アバック横浜店
観劇空間のたたずまい 「凛とした美しさを放つ異空間」FOR MUSIC COMPANY
ホームネットワークの波 「音楽に包まれるリゾート」ホームシアター工房 大阪
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【特集2】

日本縦断ホームシアターの旅
ホームシアター最新実例紹介14例

【特集3】

保存版 プロジェクターのすべて2011
PART1 最新プロジェクター総ざらい　村瀬孝矢
PART2 全機徹底視聴「あの映像を求めて」　堀切日出晴
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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
ビクター DLA-X7を
モニタープレゼント！
編集後記
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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
財津一郎インタビュー　映画「ふたたび」公開記念

Soft/Contents

ショールームに行こう①　ＣＹＭＡ
ショールームに行こう②　トヨタホーム 八王子展示場

Are you experienced?
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234
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
ホームシアター工房 名古屋　中川邸／
ホームシアター工房 大阪　S邸／
オーディオコア　岡本邸／
サウンドクリエイト　A邸／
AV BOX　M邸

CEDIAエデュケーションREPORT
インストーラーガイド
ホームシアターショップ ナビ 2011 WINTER

Install
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巻頭特別企画

ホームシアターって素晴らしい in 3D
 興奮・驚愕の３D体験～天野ひろゆき×小倉智昭×ささきいさお

048
Special Feature

 VOL.60  WINTER  2011

【連続特集】

さあ、ホームシアターをはじめよう
～すべてのテレビにサラウンドを！
part.1 薄型テレビでホームシアター　鴻池賢三
part.2 最新大画面テレビガイド　鴻池賢三
part.3 最新ハイグレードＡＶアンプ大特集
 高橋 敦、大橋伸太郎、野田怜男

147

040 ホームシアターと暮らそう！ ～前田邸・インストール アートクル
Welcome Home！
表紙カバーストーリー～大画面って素晴らしい！
３Ｄシアターの必須アイテム
ストレスレス® チェア
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
わが家にプロジェクターがやってきた ～神奈川県 檍邸

Lifestyle
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2Dも3Dも圧倒的な感動画質 ～Panasonic 3D VIERA
映像は躍動する ～EPSON EH-R1000
シネマ画質を追求した革新的なLEDテレビ
 ～〈S-LED〉Wooo「ZP05シリーズ」
リビングオーディオの傑作
CANTONがニッポンにやってきた！
速報！ トリブナにコンパクトシリーズが新登場！
待望のデザインカーテン「ホームシアター」Series
これぞベストオブベスト！ 
ハイエンド・インナーウインド「まどまど」
音のソリューション勢ぞろい！ DAIKEN東京ショールーム
オーディオテクニカ渾身のサラウンドヘッドホン
 ～ATH-DWL5500

編集部特選！ 新製品レビュー
2011 WINTER　鴻池賢三、高橋 敦、中林直樹、山之内 正
ホームシアター時々刻々　山之内 正
‘The New German Icon ③’
人気シリーズに新モデル登場！　井上千岳
建築家が語るサーモウールの魅力
著名インストーラーが語るビクター DLA-X7
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3Dテレビ インテリアスタイリングブック2011特別付録
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