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Well Done !　快 適 ハ ウ ス ケ ア ①

窓まわりのメンテナンス＆クリーニング

快適生活情報誌

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和
三世代が快適に暮らすための工夫、
開放感と適度な距離感が心地いい住まい。

Informationi「WELLリフォーム」
                           軽井沢・お料理とぎゃらりー「室町」

Exhibition i 北欧モダン　デザイン＆クラフト

P r e s e n t i エリック・バッガーのコーヒーカップ＆ソーサーセットを2名様にプレゼント！

feature
特集    北欧モダン家具の魅力。
         スタイリッシュで機能的、人にもやさしい北欧スタイル。
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Wa r m t h & C o m f o r t a b l y j東京都・K邸

Better Life & Better Living

注文住宅で培ったノウハウを活かした
高品質・高機能リフォーム

第1話 詩人城戸朱理さん

]Season Flower Arrangement
秋の花「吾亦紅（われもこう）」を使った手軽なオータムアレンジ。

秋刀魚と茄子のソテー香味仕立て

秋

佳 味 一 品 季節のおいしい一皿



ハンス・J・ウェグナー（1914-2007）

若くして家具職人プロライセンスを取得し、木
材について研究、美術工芸学校で家具の設
計を専攻。職人の手法と独自の感性によって
作られた椅子は、妥協のない試行錯誤とリデ
ザインを繰り返すことで、機能性と芸術性を極
めた作品に仕上げられた。500種類以上の作
品は、世界中の多くの美術館で永久保存品
として蒐集されている。デンマークのモダンデ
ザインを代表する家具デザイナーであり、家具
はもとより建築にも多大な影響を与えた。

限りなき機能美の追究

アーネ・ヤコブセン（1902-1971）

初期作品はバウハウスやル・コルビジェの影響
を受け、その後、独自の家具デザインで若くして
国際的な名声を獲得。世界で最も有名な家具
デザイナーのひとり。また、コペンハーゲンのロ
イヤルホテルなどの建築や照明器具、食器な
ども手掛け、ユニークなデザイン性のみならず、
機能性も高く評価されている。先進性とオーガ
ニックな優美さで知られるアント、エッグ、スワン
の椅子は、北欧モダンデザインの象徴的存在
として、その後のデザインに影響を与えた。
http://www.arne-jacobsen.com/

モダン様式の祖

Hans J Wegner
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feature特集

 北欧モダン家具の魅力。
    スタイリッシュで機能的、人にもやさしい北欧スタイル。

厳しくも豊かな自然とクラフトマンシップの伝統に育まれた北欧。

いかに快適な空間にするかという意識が生み出した徹底した機能主義、そしてミニマルデザイン。

そんな北欧家具の魅力が一気に花開いたのは

ミッドセンチュリー・モダンといわれるムーブメント。

シンプル＆モダンな北欧スタイルは瞬く間に世界を席巻しました。

そんな50年代～60年代デザイン黄金期の足跡を振り返り、

90年以降再び脚光を浴びている北欧デザインの魅力をご案内します。

Kaare 
Klint

コーア・クリント（1888-1954）

古きを捨て去るモダンデザインの時流にあっ
て、古典的デザインの素材や造形を研究・分
析することから、装飾性を廃しシンプルで時代
に沿った「リデザイン」するというスタイルにこ
だわった。また、初めて人間工学を家具デザイ
ンの分野に取り入れ、人体寸法や生活サイズ
の分析によって家具デザインの標準寸法を
確立した。デンマーク家具デザインの父と呼
ばれ、デザイン界に大きな足跡を残した。

分析とリデザイン

Poul Kjaerholm

ポール・ケアホルム（1929-1980）

木の素材が主流の北欧デザインにあって、革
やスチールを積極的に素材として取り入れ、
家具に建築構造を用いた革新的デザインで
脚光を浴びる。バウハウス以降のミニマリズム
の削ぎ落とされたフォルム、繊細でスタイリッシュ
なディテールで表現している。PK-22、PK-25な
ど数々の名作を残し、そのシンプルで知的なデ
ザインは時代を超えた現在でも新鮮に受け止
められている。

北欧デザインの鬼才

Verner Panton

ヴェルナー・パントン（1926-1998）

アーネ・ヤコブセンの建築事務所で働いた後、
29歳にして建築デザイン事務所を設立。20世
紀の名建築のひとつと言われる「カードボード
ハウス」を設計。流れるような究極のフォルムを
持つ名作「Panton Chair」（ヴィトラ）は、世界
初のプラスチック一体成型の椅子として絶賛さ
れる。また、照明やテキスタイルデザインも手掛
け、未来的でサイケデリックなインスタレーション
では世界を驚かせた。
http://www.vernerpanton.com/

自由な発想と独自の感性

ヤコブ･イェンセン（1926-）

「デザインは万人に理解される言語である」い
かにして親しみやすい使いやすいものにできる
か。そんなテーマで、腕時計、電話機、家電、キ
ッチンツールなど数々のプロダクツを手掛ける。
純粋＋完全＋持続――その静謐なる技術に
裏打ちされたミニマルデザインは、従来の価値
観や常識を覆し、まさにプロダクトデザインのパ
イオニアといえる。
http://www.jacobjensen.com/

ミニマルデザインの神髄

Finn 
　Juhl

フィン・ユール（1912-1989）

動物をモチーフにした彫刻的・有機的なフォル
ムの造形美は家具に留まらない芸術的な美し
さがある。創造的なクラフトマンであるニールス・
ボッターとの出会いから生まれた代表作「Easy 
Chair No.45」。優秀なキャビネットメーカーととも
に、素材を極限まで突き詰めた複雑なデザイン
で、数多くの名作家具を世に送りだした。
http://www.finnjuhl.com/

家具の彫刻家

Borge Mogensen

ボーエ・モーエンセン（1914-1972）

手軽に生活に取り入れられる高品質な家具を
目指し、その視点は常に大衆であり、一般家庭
に向いていた。生活空間に馴染む機能的な家
具を作るたるために、自宅のリビングを家具の
実験室と捉え、自らの暮らしの中から作品を生
み出してゆく。北欧家具の優れたデザイン・技
術・品質というアイデンティティーを確立させた
人物でもある。

実用主義的考察

Erik Gunnar Asplund

エリーク・グンナール・アスプルンド（1885-1940）

20世紀の北欧建築に多大な影響を与え、北欧
近代建築をの礎を築いた巨匠。時流を超越し
たデザインと卓越した知識と技術、そして人間
の心理も見据えたコンセプトで、多くの建築家
を魅了してきた。その代表作「森の墓地」はユネ
スコの世界遺産にも登録されている。北欧の
自然との融合、空間の親和性を重視したスタイ
ルは家具デザインにも垣間みることができる。
http://asplund-library.org/

空間の魔術師
カール・マルムステン（1888-1972）

スウェーデン家具の父と呼ばれ、近代家具デ
ザインの礎を築いた巨匠。職人気質の伝統
的なスタイルをもちながら、素材や構造から生
まれるシンプルな機能美で表現した。最初の“
デザイン黄金期”の中心人物でもあり、カペラ
ゴーデンやカール・マルムステン木工技術デザ
インセンターなどで、後継の育成にも心血を注
いだ。その後継者達によって、スウェーデン・デ
ザインは再び黄金期を迎えつつある。
http://www.malmsten.se/

近代家具デザインの父

Bruno 
Mathssonブルーノ･マットソン（1907-1988）

五代続く家具職人の家系に生まれ、職人とし
ての高度なスキルと限りない機能主義の追究
から生まれたデザインは、シンプルながら優美な
曲線のフォルムを特徴としている。素材に麻布
と曲げ木を用い、飽くまですわり心地を追究した
椅子。その軽快でエレガントなデザインはラウン
ジチェアのマスターピースとして、世界中で愛用
されている。
http://www.bruno-mathsson-int.com/

機能主義の申し子

Alvar Aalto
アルヴァ・アアルト（1898-1976）

フィンランドを代表する建築家・デザイナー。新
古典主義からモダニズムへと作風を変え、パイ
オミのサナトリウムなど、数々の建築で成功をお
さめ、家具デザインでもその才能を開花させた。
成形合板を使った斬新な座面のアームチェア
は「材料革命」と評される。家具を建築の一部
と位置づけ、照明、テキスタイル、ガラス製品ま
で幅広いデザインプロジェクトに関わり、人を中
心とした空間の調和にこだわった。
http://www.alvaraalto.fi/

人が中心の空間調和
エーロ・サーリネン（1901-1961）

アメリカを中心に活躍したミッドセンチュリーの
巨匠のひとり。シンプルで印象的なアーチ状構
造で知られる建築家。新構造・新素材を積極
的に取り入れ、チャールズ・イームズとの共作、
成型プラスチック・シェルの「オ－ガニックチェ
ア」が注目を集める。その後もプラスチック樹脂
を使った椅子にこだわり、代表作「チューリップ・
チェア」シリーズを発表。ひとつのデザインに対
して千の解決策を試みる、妥協を許さないスタ
イルが完璧なフォルムを生み出したといえる。

消去法による完璧なフォルム

スティグ・リンドベリ（1916-1982）

戦後のスウェーデンにおいて、もっとも影響力を
もった陶器作家の一人で、グスタフベリでヴィ
ルヘルム・コーゲに師事した後、１９４９年に同
社のアートディレクターになる。そのデザインは、
芸術作品のみならずフェアンス焼きの様 な々
装飾品、耐熱のディナーウェアを含む実用品、
プラスティック製品、電気製品、遊具などプロダ
クト・デザインからグラフィックデザインの分野に
まで多岐にわたる。（ブランド名：GUSTAVSBERG）

http://www.nordmainos.com/commodity

幾千もの才を持つ芸術家

Eero Saarinen

Stig Lindberg

Eero Aarnio

Ingmar Relling

Erik 
Bagger

イングマール・レリング（1920-2002）

ノルウェー家具デザインの巨匠。実用性が形
に勝る要素であるべきだという、ノルウェー機
能主義を理念に、機能性と快適性を優先させ
た家具づくりを実践した。そして生まれた名作
椅子「シエスタ」は機能性を追求したシンプル
で優美なデザイン、快適さのすべてを追及した
椅子として今も多くのファンを魅了している。

快適性から導かれた美意識

エリック・バッガー（1949-）

デンマークデザインの今を担うデザイナーのひ
とり。その原点は金細工師としての経験にあ
る。ジョージ・ジェンセンでの経験を活かし、独
自のデザインセンスに一層磨きを掛けた。同
時にステンレスとグラスとのコラボレーションな
ど、異なる素材をひとつの製品に仕上げるス
キルを得て、独自の世界を築いた。「最大の
デザインバリュー・最大のクオリティ、そして最
大の機能性」が求め続けるテーマである。

素材の融合から生み出された独自のスタイル

ピーター・オプスヴィック（1939-）

ノルウェーを代表するプロダクトデザイナー。
主に家具ブランド「STOKKE」「HAG」社の
製品デザインを手掛ける。そのナチュラルで
特徴的なフォルムは、「実生活の問題を解決
する」ための人間工学的アプローチから生み
出された。「バランスチェア」や「子供と一緒
に成長する椅子」など常に座わった時の姿勢
を考慮して作られ、子供用チェアは世界で300
万脚以上のベストセラーとなっている。
http://www.opsvik.no/

成長する椅子

アメリカの雑誌「インテリアーズ」
の表紙を飾り、世界で最も美しい
椅子と評されたウェグナーの「ザ・
チェア」。一躍世界に注目を集め
たこの椅子は、1960年のアメリカ
大統領選で、ジョン・Ｆ・ケネディと
リチャード・ニクソンのテレビ討論
の際に使われ、まさに歴史に残る
一脚となった。

“ザ・チェア”と名付けられた
　椅子のなかの椅子。

食堂から世界へ飛び出した
3本脚のアリンコたち。

ヤコブセンが1952年に発表した「Model 
3100・THE ANT」は、もともとは製薬会社の
社員食堂用の椅子としてデザインされたもの。
140脚の椅子をフリッツ・ハンセン社に依頼し
たものの、製作には300脚の注文が必要であ
るとして協力に難色を示す。そのため残り160
脚が年内に売れなければ買い取るという契約
まで交わすことになる。結果、それは20世紀を
代表する名作といわれ、その後の成功の足
掛かりとなった。何故3本脚なのかという批判
的な意見にも「車輪が2つの自転車に乗れる
んだから、3本脚の椅子
にも座れる」と
受け流したそうだ。

Carl 
Malmsten

Peter 
Opsvik

ミニマリズムと素材変革

北欧のモダンデザインの特徴は、それまでの装飾的デザインから機能性重視への転換、そし
て余計なものを削ぎ落としたミニマルデザインにある。さらに、様々な素材が試され、それまで
にないディテールを可能にした。木の材質もオーク材を中心とした重厚感のあるものから、
強靭で耐久性に優れたチーク材や極寒に鍛えられ硬く耐弾力性に富んだパイン材（北欧
赤松）が多く使われるようになり、家具に温かみのある優しい表情を与えた。北欧住宅に自
然と溶け込む北欧モダン家具。意外なことに和室や和のインテリアとも相性の良いデザイ
ンが多い。シンプルで洗練されたフォルムと木の醸し出すナチュラルなテイストは、木と紙と
畳の和室にも違和感なく馴染む。北欧デザインの人気の一端には、そんなコーディネイトの
容易さと、多様な空間に溶け込む高い許容性にあるのかもしれない。

フレドリック・マットソン
（1973-）スウェーデン
http://www.fredrikmattson.se/

北欧新時代を担う
気鋭のデザイン

Fredrik Mattson

アレクサンダー・レルヴィック
（1972-）スウェーデン
http://www.alexanderlervik.com/

Alexander 
Lervik

ブスク＋ヘットゾック
フレミング・ブスク（1967-）とステファン・
ヘットゾック（1969-）によるデンマーク
のデザインユニット
http://www.busk-hertzog.dk/

BUSK+HERTZOG

ハッリ・コスキネン
（1970-）フィンランド
http://www.harrikoskinen.com/

Harri Koskinen

イルッカ・スッパネン
（1968-）フィンランド
http://www.suppanen.com/

Ilkka Suppanen

ノルウェイセイズ
ノルウェーの3人組デザインユニット
http://www.norwaysays.com/

NORWAYSAYS

アナ・クライツ
（1973-）スウェーデン
http://www.kraitz.se/

Anna Kraitz

NORWAY

SWEDEN

DENMARK

FINLAND

Jacob Jensen

エーロ・アールニオ（1932-）

それまでの概念から離脱することで新たな独
自の世界を築き上げ、アメリカのAIDを受賞し
た「バスティルチェア」などの超未来的で斬新
なデザインで知られている。「デザインとは絶え
間ない成長である」と語るその作品は常に遊
び心と新鮮な驚きを与えてくれる。カルチャー
やファッションをも巻き込んだ存在感は未だ色
褪せていない。
http://www.eero-aarnio.com/

フューチャリスティックな遊びごころ

SHOPPING GUIDE北欧家具が購入できるショップリスト

ヤマギワリビナ本館 
http://shopping.yamagiwa.co.jp/
東京都千代田区外神田1-5-10  tel.03ー3253ー5111（代表）　

ワクワク家具マーケットオンラインショップ
http://wakuwakukagu.com/
中津家具（株） 大分県中津市諸町1859-1  tel.0979ー22ー3527

リボ社輸入総販売元 プロダクトマーケッティングサービス
http://www.rybo.co.jp/
福岡県福岡市中央区薬院4-8-4  tel.092ー534ー1041　

eb erik bagger-Japan
ノード・マイノス株式会社
東京都港区東麻布1-15-6-203
tel.03ー3582ー6787
http://nordmainos.com/

エリック・バッガーの
コーヒーカップ＆ソーサーセット

をプレゼント！
詳細は裏表紙のプレゼントの

コーナーをご覧ください。

Arne Jacobsen
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「27年間住んでいた家もそれなりに快適でしたの

で、壊すのはもったいないと思いましたが、息子た

ちと暮らすのには不便なので、思いきって建て替え

ることにしたんです」と語るKさんご夫妻。そして完

成したK邸は、そんな2世帯が快適に暮らすための

工夫がいたるところにみられる。玄関と浴室は共

有し、キッチンは個々に設け、1・2階で住み分ける

構造だ。上下階の間には厚いコンクリート層が設

けられ、断熱・遮音効果も抜群。オープンスペース

とプライベートな空間をバランスよく配置すること

によって、三世代がオープンでさり気なく暮らす空

間に仕上がっている。1階の親世帯であるKさんご

夫妻のスペースは広いリビング・ダイニングが南面

のテラスへと繋がり、採光と開放感に溢れ、2世帯

住宅にありがちな閉塞感はない。隣接する和室は

、奥さまの書や人形づくりなどの趣味室としても利

用されるので、プライベートにも配慮している。

開放的なオープンスペースと

断熱・遮音効果抜群の個室。

建て替えの際の絶対条件は「冬の寒い時も快

適に過ごせる家でした」というKさんが選んだのが

ウェルダンノーブルハウス。つなぎ目のないフロア

ヒーティング配管による蓄熱式温水床暖房が全

フロアに敷かれていて、室内全体をやさしく温めて

くれる。さらに木製トリプルガラスサッシは気密性や

冬も快適な全室床暖房で室温のバリアフリーを実現。

1階のリビング・ダイニングから続く広 と々したテラ

スは、とにかく眺望抜群。ここで週に一度は三世

代揃って食事をするのが楽しみだと語るKさん。

開放感が世代間のコミュニケーションもスムーズ

にしてくれる。共有部分はいずれもゆったりと開

放的な雰囲気で、ゆとりの空間づくりがなされて

いる。一方、それぞれの個室はお互いの趣味の

時間を尊重し、プライベートにも充分配慮している。

ゆったりテラスで家族揃っての食事。

趣味趣向に配慮した個室でプライベートタイム。

■敷地面積／249.94m2（75.60坪）

■延床面積／173.06m2（52.35坪）

■1階面積／  85.29m2（25.90坪）

■2階面積／  87.77m2（26.65坪）

■ロフト面積／18.30m2 （5.59坪）

■構造／2×6工法

●お問い合わせ／ウェルダンノーブルハウス　 0120-206-244

L字型に続く広くゆったりとした木製バルコニーは、
抜群の眺望を誇る。

北欧パイン材の玄関扉は機能性に優れ、
木肌感が際立って美しい。

眺望抜群の高台にあって

開放感に溢れるK邸は、親子2世帯が

1・2階で住み分ける2世帯住宅。

お互いのプライベートスペースと

開放的な共有スペースを

理想的なバランスでレイアウト。

間取りや空間づくりなどに

細かく配慮した住まいが

三世代のコミュニケーションも円滑にして、

ストレスの少ない環境を実現している。

東京都  K 邸

W a r m t h & C o m f o r t a b l y

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和

H o u s e  D a t a

1階［親世帯］のキッチンはタイル張りの床暖房
なので、冬は暖かく、夏は足触りが涼しく快適。右
手開口部は隣接する和室。

2階浴室手前の洗面コーナーは複数で利用して
もゆとりの広さで、床はタイル張り、ホワイトの色
調で清潔感漂う。（2階全床も床暖房を採用）

三世代が快適に暮らすための工夫、
開放感と適度な距離感が心地いい住まい。

二世帯が快適に暮らすために

は、開放的でくつろげるオープ

ンな空間、そしてそれぞれの趣

味趣向をも満たし、ストレスの少

ない環境づくりが不可欠だ。こ

れからの2世帯住宅に最も求め

られることは、この付かず離れずの適度な距離感

を保つ工夫なのかもしれない。

断熱性が高いので、冬はもちろん夏も快適だ。そ

して24時間換気システムが室内の空気を常にフ

レッシュに保ってくれる。明るく温もり感に溢れた

パイン材のフローリングや天井、呼吸する珪藻土

の壁など、四季を問わず赤ちゃんにも優しい住環

境を実現した。

玄関を入るとフローリングとパイン材の天井がやさし
い雰囲気を作り出し、木製3層ガラスサッシの窓が明
るく開放的な心和む空間を演出している。

重厚な木製トリプルガラスサッシ（LOW-E・アルゴンガス入り）は、180度回転するので、ガラスの外側の汚れも
室内にいながらにして簡単に拭き掃除ができ、メンテナンス性に優れている。

リビング・ダイニングへと続く1階のテラスは、木製ガラスサッシや
外壁にも馴染む全面タイル貼り。

南面のワイドなバルコニーを
アクセントに、どっしりと邸宅
感溢れる外観。櫛引仕上げ
の白い外壁は、人にも環境
にもやさしいユニプラルSLを
素材に使用し、美観だけでな
く機能面にも優れている。

ロフト
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Phone 045-453-1551　www.well-do.com 

住まいるプラザ（横浜ショールーム）

フリーダイヤル

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に

2 2 1 - 8 7 9 0

3918

横浜中央局
承認

料金受取人払

（受取人）
　横浜市神奈川区東神奈川2-43-10

　ジューテック横浜ビル

　株式会社ジューテック
　快適生活情報誌ウェルドゥ編集係　行

郵　便　は　が　き

差出有効期間
平成20年11月
30日まで
〈切手不要〉

お名前

フリガナ ご年齢　　　　　歳

性別　　男　・　女　

ご住所
〒

お電話 ー　　　　　　ー

E-mail

同居の
ご家族

ご職業

単身　・　夫婦　・　夫婦と子供1人　・　夫婦と子供2人
夫婦と子供3人以上　・　親と同居　・　3世代同居
その他（　　　　　　　　　　　　）

「WELLリフォーム」「WELLリフォーム」

Information
高機能北欧輸入住宅ウェルダンノーブルハウスが培ってきた技

術とノウハウをそのままリフォームに活かした「WELLリフォーム」。

北欧輸入住宅ならではの厳選した素材と設備、最適のプランと豊

富な技術で様々なリフォームのニーズにお応えします。そして建

材商社だからできる納得のコストパフォーマンス、もちろんサポート

体制も万全なので、リフォーム後もご安心ください。

■注文住宅で培ったノウハウを活かした
　高品質・高機能「WELLリフォーム」
●キッチンリニューアル
●バス・サニタリーリニューアル　
●バリアフリー　
●外壁・屋根の
　メンテナンス・リニューアル　
●床・天井・壁のクロス張替え
●間取りの変更　
●ドア・窓まわりの
　リニューアル・増設
●バルコニーの改修・増設
●シックハウス対策
●省エネルギー対策
●各種設備・工事、外壁・窓の塗装　など、
リフォームに関するどんなことでもお気軽にご相談ください。

■電話（フリーダイヤル）0120-206-244
　メール→　info@well-do.com
＊ご相談・お見積は、まずはお電話にてお問合せください。

■応募方法／上記ハガキに必要事項および裏面のアンケートにご

記入の上、キリトリ線で切り離して、折り線に沿って貼り合わせてく

ださい。切手は貼らずにそのままポストに投函してください。

■応募締切／2007年10月31日必着

■当選発表／プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※ご記入頂いた個人情報ならびにアンケートの内容はプレゼント発

送および資料請求やご案内などの発送目的で使用させていただき

ます。ご記入頂きました個人情報は、株式会社ジューテックが責任

をもって管理・保管致します。

読者プレゼント！

Present
必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

デンマークのテーブルウェアブランド、エリック・バッガー
から、ミニマリズムの思想が結集されたコーヒーカッ
プ＆ソーサーセットを2名様にプレゼント。デンマーク
王立オペラハウスのレストランでも使用されています。

〈セット内容〉コーヒーカップ＆ソーサー2客分入りボックス

●応募締切10月31日必着　
●発表は発送（11月）をもって代えさせていただきます。

▼

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

↑折り線（谷折り）↑

お手数ですが、個人情報保護のため、折り線に沿ってを谷折りにして、
のりしろ部分を糊付けして貼り合わせてください。

［読者プレゼント応募ハガキ］

Message
季節の話題、住まいについてのご質問やご意見など、気軽にお寄せ

ください。お送り頂いたお便りの一部は、この誌面にてご紹介さ

せていただきます。皆さまからのお便りお待ちしています。

〒221-8555 横浜市神奈川区東神奈川2-43-10　
　　　　　 ジューテック横浜ビル2F「ウェルドゥ編集係」まで

お便りお寄せください。お便りお寄せください。

お役立ち情報

北欧モダン　デザイン＆クラフト
1990年代以降再び隆盛を見せ始めている北欧デザイン。その黄

金期のデザインの形や色、機能などの基本的な要因に焦点を当て、

本質を深く理解できるように構成。優れた

デザイナーたちが手がけた作品を一堂に、

北欧デザインの世界を余すところなく紹介。

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

Exhibition

おすすめ展覧会情報

この情報誌は、古紙配合率100％再生紙を使用し、
環境にやさしい植物性大豆油インキで印刷しています。

※実物は色調等が写真と多少異なる場合もあります。

2007.11.3［土］～ 2008.1.14［月］
東京オペラシティアートギャラリー
●開館時間／11:00～19:00
　（金・土は20:00まで/入館は閉館30分前まで）
●休館日／月曜日（祝日の場合は翌火曜日、
　但し12/25は開館）、12/29～1/3（年末年始）
●入場料金（当日）／
　一般1,000円、大学・高校生800円、
　中学・小学生600円（未就学児は無料）
●京王新線初台駅東口より徒歩5分
　（東京オペラシティビルに直結）
●Tel.03-5353-0756　●http://www.operacity.jp/ag/

ポール・ケアホルム
長椅子　モデルNo.PK24《ハンモック》　
photo:林義夫

リフォーム

サポートシステム

旬の「和」をこだわりの器で
軽井沢・お料理とぎゃらりー「室町」
旬の「和」をこだわりの器で
軽井沢・お料理とぎゃらりー「室町」
元アナウンサーの室町澄子さんがオーナーシェフ

をつとめる和食のお店。女性ならではの感性は、料

理のみならず器や空間にも活かされ、四季折々 の

景色を眺めながら、ゆったりと食事が堪能できる。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉3352-6
Tel.0267-46-5751

〈軽井沢駅より車15分、中軽井沢駅より車5分〉駐車場15台

●http://www.karuizawa-muromachi.jp/

昼11：30～14：30〈コース5,250円〉
夜17：30～20：00〈コース6,300円〉

（日中は喫茶も営業）月・火曜日定休

7月1日
OPEN
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