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魅惑の北欧ファブリック。

お部屋に春の風を呼び込むカラフルテキスタイル。
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自然仕様で高機能――。
環境との共生を意識したスタイルは
家族と自然が仲良く暮らせる住まい。
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P r e s e n t ❉ マリメッコ（UNIKKO柄）のクッションを
5名様にプレゼント！
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feature 特集

魅 惑 の 北 欧 ファブリック。

人がいて、そこに住まいがある。家で過ごす醍醐味、そして満ち足りた瞬間、
そんな暮らしの情景を訪ねる――悦楽時間への旅。

お部屋に春の風を呼び込むカラフルテキスタイル。

感動空間の創造
Kvadrat クヴァ
ドラ

長く厳しい冬を、家の中で過ごすことが多い北欧では、室内空間をより快適に
より楽しくしてくれる、インテリアや家具への関心やこだわりが強く、
機能的で優れたデザインを生み出す素地にもなっています。

デンマークのみならずヨーロッパのテキスタイ
ルトップブランド。色彩豊かなデザインと高い
品質は常に優れたデザインを追い求める姿勢
から生まれる。国籍や知名度にしばられない
多彩なテキスタイルデザイナーを起用。様々
なデザイナーとのコラボレーションによる大胆
な幾何学模様や斬新な色づかいが特徴。テ
キスタイルによる空間の創造という高い視点
から、
ファブリックの世界をリードしている。
http://www.kvadrat.dk/

その意識はファブリックにも大きな影響を与え、多くの世界ブランドを育み、
自然をモチーフにした大胆で色鮮やかな独自のスタイルを生み出しました。
今回は、そんな北欧ファブリックの魅力に触れてみましょう。

世界を魅了する北欧ブラン
ド
色彩鮮やかな印象派

マリメッコ

Tampella

日本でも広く知られているマリメッコは北欧を
代表するフィンランドのファブリックメーカー。
「小さなマリーのためのドレス」という社名に
込められた想いとともに、
1951年の設立以来、
斬新でユニークなデザイン、華麗で印象的な
テキスタイルを生み出している。その輝きは50
年以上経った現在も、
いっこうに色褪せるこ
となく輝き続け、
アパレルやインテリアに深く
浸透し、世界中で不動の人気を誇っている。
http://www.marimekko.jp/

marimekko

タンペラ
1960-1970年代、
フィンランドを代表する老
舗テキスタイル・メーカー。80年代に初頭に
惜しくも閉鎖されたものの、多くの優れたデザ
イナーを輩出し、北欧パブリックの歴史に大
きな足跡を記した。そんな時代を象徴するモ
ダンなパターンとシックなデザインは、現在も
ヴィンテージ・ファブリックとして、色褪せない
魅力と人気を誇っている。

Ljungbergs 回帰するデザイン
ユンバリ
奇抜なものからポップテイスト、
ミニマルデザイ
ンなど、様々なスタイルのデザインを発表し続
け、
常に時代のトレンドを追究しているスウェー
デンを代表するブランド。流行は回帰するとい
うコンセプトのもと、鮮度を失うことのないデ
ザインで独自のスタイルを築き上げた。ユン
バリの作品からは、最新のスウェディッシュデ
ザインを垣間みることができる。
http://www.ljungbergstextil.se/

シンプル＆ナチュラルの粋
ボロス・コットン

boras cotton

1870年設立されたスウェーデンの老舗テキ
スタイルメーカーで、
その高い品質は綿花から
綿糸、織り、
プリントまでの一環工程を最新の
コンピュータ設備で管理することによるもの。
北欧の伝統的なデザインをベースに色彩豊
かなモダンなものから、子供向けの柄まで、用
途に応じた豊富なコレクションを揃えている。
シンプルでナチュラルなそのデザインは北欧
はもとより世界で高い評価を得ている。
http://www.interior.boraswafveri.se/

今もっとも
注目される

デザイナー

シンプル＆モダンな北欧スタ
イルを意識しつつも、独自の リズベット・フリース
テイストで北欧デザインに新 デンマークで活躍するテキスタイルデザイ
風を吹き込み、今注目を集め ナー。素材に高級ベルギー麻を使用し、
カラフ
ているデザイナーをご紹介。 ルでポップな中に、素朴な味わいを持つ独特

なテキスタイルパターンのコンビネーション。
他に類のない独特のデザインで脚光を浴び
る。 Danish National Art Award など数
多くの芸術賞を受賞、高い評価を得ている。
http://www.lisbetfriis.dk

サンドバーグ
スウェーデンにある小さなファブリックメーカー。
自然をモチーフとし、写実的なものから遊び
心のあるデザインまで手掛け、幅広い年代の
人々に支持されている。とりわけ品質に対す
るこだわりは徹底していて、量より質を重視し
たスウェーデンの職人魂を感じさせる。
http://www.sandbergtapeter.com/

SANDBERG
大胆で独自のスタイル
Svenskt Tenn
スヴェンスクト・テン
スウェーデン・ストックホルムの老舗インテリ
アショップ。オーストリアの建築家ヨセフ・フラ
ンクがデザイナーとして様々な作品を制作し、
スウェディッシュモダンの時流の中で世界に
羽ばたいた。植物などの自然界をモチーフと
し、独自の大胆なスタイルを特徴とする。その
クオリティは若手デザイナーに引き継がれ、無
国籍で斬新なデザインを生み出している。
http://www.svenskttenn.se/

JOBS
手工芸と伝統美の結晶
アルメダール

ヨブス

フィスバ
「美への夢」
を追い求めて180余年。スイスの
名門と謳われる歴史と伝統を誇るフィスバ。
世界のオートクチュールと称賛されている世
界最高水準の素材と高性能な縫製技術の
融合。豊かな自然と高い美意識から生まれた
斬新かつナチュラル＆モダンデザインは、北
欧デザインとも相通じる感性を持ち、世界中
を魅了し続けている。
http://www.fisba.co.jp/

ALMEDAHLS

大胆で斬新な表層の美学

繊細でシャープな感性
アンヌ・ノーワーク

「ARTEK」社を設立したマイレ・グリクセンの
孫娘にあたるフィンランドのテキスタイルデザ
イナー。伝統的な機織技法による自然素材
の持つ優しい風合いを大切に、北欧的色合
いを独特な幾何学的なパターンで表現。洗
練された中に素朴な魅力を秘めていて、今
もっとも注目されるデザイナーのひとりである。
http://www.johannagullichsen.com

女性的な繊細なディテールと、色彩鮮やか
なシャープなラインが描き出す独特のデザイ
ンが特徴。数多くのデザインクッションをはじ
め、内装や壁紙などのインテリアデザインも
手掛け、新進テキスタイルデザイナーとして
その独自の作風は、
デンマークでひときわ注
目を集めている。
http://www.annenowak.com

ア、
トルコ、
ハンガリー、
アゼルバイジャン、
そして

業後、
アルバイト先の骨董屋でアンティーク人

グルジアへ。それは羊の文化をたどる旅でも

形に魅せられて…。羊毛という素材との出逢

あった。
とりわけ、
パラジャーノフの映画に魅

いがさらに創作意欲に火をつけた。
「おとぎ

せられたグルジアは、
石田さんにとって憧れの

ばなし」
と自らが語るように羊毛からフェルトが

地だった。
ミュージシャン、
影絵劇、
人形劇、
フェ

生まれる行程は、
自由で不思議な素材そのも

ルト工房、
舞台女優など、
旅先での出逢いは

のが持つ魅力。
「フェルトは羊毛を糸にしなく

創作のみならず、
ライフスタイルにまで強い影

ても布になる、
最も原始的なテキスタイルなん

響を及ぼしている。グルジア語や料理、
文化

です」
と石田さんは教えてくれた。異なる色の

の探究にも余念がない。
「日本人にはまだ馴

羊毛が撚り合わされたフェルトは、
繊維の微

染みの薄いグルジアを多方面から紹介でき
れば」
と石田さんは目を輝かせる。4月には、
「グルジアミラクル」
と題するイベントも開催予

た世界にまで導いてくれるという。作品が放

定だとか。そして人形、
植物、
グルジア…そん

つ柔らかな色彩もこうして生み出されてゆく。

な羊をめぐる旅もさらに続いてゆく。

人形から植物をモチーフとした造形へ、
作
品も変化している。根底にあるのは植物の有
する生命力や想像力への憧れ。そんな想い
が、
自らの作品で演じる創作パフォーマンス
へと駆り立てる。植物の精たちと交信する

なるイメージの探究なのかもしれない。

京都に生まれる。大学卒業後、
人形制作に目覚め、
後に羊毛
を素材としたスタイルを確立。北海道・十勝での牧場生活を
経て、
モンゴルから中央アジア、
東欧などの国々を放浪。現在
は東京にアトリエを構え、
人形・オブジェ制作の傍ら、
作品での
パフォーマンスや美術館、
ギャラリー等でのワークショップ、
イベ
ントなども精力的に行う。
新世紀人形展
（四谷シモン賞佳作、荒木
博志賞佳作）
。NHKおしゃれ工房・講師
（フェルトのティーコゼ−）
。
International Exhibition of Handmade Felt Toys
〈ハンガリー
Children's museum〉
他、
個展・企画展・作品収録書籍多数。
4／13（日）
ギャラリーブラッドベリ
（桶川市）
グルジア
ギャラリー遊
（吉祥寺）
ミラクル・ディ 4／20（日）
（詳細は下記ホームページをご覧ください）

庭師の見る夢〈石田百合ホームページ〉http://www.k4.dion.ne.jp/~yuripuri

Yファブリックパネル

センスに富んだ遊びごころ

スタイリッシュな温もり

レーナ･M･カールソン

ロッタ・ヤンスドッター

Lena M Karlsson

牧場で9年間を過ごし、
モンゴルから中央アジ

田さんが、
人形制作に目覚めたのは大学卒

上写真左より●作品「イコン」／●作品「蜜から密へ」／●「植物劇場」のひとこま●この羊毛の一本一本から作品が生み出される
●お気に入りのティーポット／●各地で求めた多くの人形たちが部屋で出迎えてくれた。写真はチェコの操り人形

Heartart
お気に入りのファブリックで
ファブリックで彩る暮らしのシーン。あなた好みの快適空間に――。

Lotta
Anne Nowak Jansdotter

シンプルではっきりとしたディテール、
明るい色
づかい、
そして遊びごころに富んだイラストが、
子どもから大人まで幅広いファンに支持されて
いる。母親の感性から生まれた日常生活を楽
しくしてくれるデザインで、室内装飾からキッチ
ングッズ、
Tシャツなど幅広く手掛けている。
http://www.lenamdesign.se/

旅もまたイマジネーションの源泉。十勝の

オブジェ。見ていると詩情豊かで幻想的。石

は単に形づくるだけに留まらない、
植物の内

ハートアート

http://www.fujie-textile.co.jp/product/heartart

伝統技法と独自のパターン

彩り豊かで繊細な絵画を思わせる人形や

「植物劇場」
と名付けられたひとり芝居。それ

日本のテキスタイルデザインの草分けとして、
世界的な水準にまで導いた粟辻博氏。その
大胆で斬新なデザインは、
どこか北欧のテキ
スタイルに通じるものがある。ハートアート
「生活にアートを！」というブランドコンセプト
のもと導き出された数々の作品は、
日本はも
とより、北欧を含めた世界中で高い評価を
受けている。

ヨハンナ・グリクセン

石田 百合 さん

造形作家

素材の持つ力が、
自分の想像を遥かに越え

スウェーデン南部のダーラナ地方にある小さ
な手染め工房。いまだ手染めにこだわる数
少ない手染め工房で、生産量も限られている
ため、非常に希少価値が高い。大胆かつ精
緻なデザイン、生地は最高のリネン、
リネン混
紡および綿を使用し、機械染めによる色あせ
がなく色合いを永く楽しめることができること
が最大の魅力でもある。
http://www.jobshandtryck.se/

FISBA

第3話

妙な色合いが、
まるで絵の具のようだ。そんな

世界のオートクチュール

手染めの大胆で精緻なデザイン

ハンス・Ｈ・ウェスラウによって1846年に創始
されたスウェーデンのテキスタイルブランド。
彼の娘の名「アルマ」にちなんで名付けられ
たアルメダールは、伝統的な手工芸の技術
を今に伝えるとともに、古き良きデザインの継
承を使命として、
そのデザインは王室から一
般家庭にいたるまで広く愛され続けている。
http://www.almedahls.se

Lisbet Friis Johanna
ポップでカラフルな独創性 Gullichsen
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北欧モダンの彗星

クオリティを追究した職人気質

スカンジナビアカルチャーの影響から生まれ
た、
自然の限りない美しさとモダンな都会的
スタイルが共存する世界。
リネン素材を使っ
た、
シンプルで洗練されたデザインが人気を
集めている。現在サンフランシスコを拠点に、
ファブリックからステーショナリー、
ファッション
まで幅広く活動。雑貨関連の著書も多数。
http://www.jansdotter.jp/

「ファブリックパネル」とは、木製パネルに
ファブリックを貼り付け、壁に飾ったり、部
屋のコーナーや窓辺、
椅子に置いたりして、
絵画のように楽しむファブリックです。お部
屋のアクセントとして、部屋の雰囲気や季
節、来客されるお客様に合わせて掛け替
えるのが一般
的です。

Yテーブルアイテム

テーブルセンター、
ナプキン、
コースターなど
にもカラフルなファブリックを取り入れてみ
ませんか。
同系色もしくは同柄の色違いで
揃えると、
テーブルに統一感のある彩りを
与えます。料理や気分に合わせて、数種
類用意すると食卓も楽しく演出できます。

Yソファ・クッション

リラクゼーションタイムには欠かせないソ
ファやクッション。お気に入りのソファーや
クッションは、
くつろぎの時間をより充実さ
せてくれます。季節や模様替え、気分に
合わせて、
カバーを替える楽しみも。

Yカーテン

カーテンは窓辺を内と外から彩る住まい
の装い。衣替えに合わせてカーテンも掛
け替えてみませんか。春のこの季節、北
欧のファブリックで窓辺も明るく演出して
みましょう。

世界のファブリック、
オーダーカーテンの専門店
World Famous Fabrics & Curtains

デコハウス株式会社
東京都町田市南成瀬1-2-1

0120-80-5050

デコハウス 世田谷店
東京都世田谷区北沢5-1-15

マリメッコ
（UNIKKO柄）
の
クッションをプレゼント！
詳細は裏表紙のプレゼントの
コーナーをご覧ください。

http://www.dekohaus.co.jp/
注）掲載写真の生地に関しては、廃番あるいは入手困難な場合もあります。詳細は各ブランドのサイトまたは、
（株）
デコハウスまでお問い合わせください。
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オリーブグリーンの屋根瓦に白のサイディング、
木肌のアクセントを添えるバルコニーや窓枠で洗練された外観。
緑豊かな閑静な住宅街にもしっとりと馴染んでいる。

自然仕様で高機能。
家族と自然が仲よく暮らせる北欧スタイルの住まい。
ナチュラルで洗練された外観。
木がふんだんに使われた室内は
どこも心地よい空間に包まれている。
できることは自分たちで――
という意識が生み出した理想の住まい。
それは家づくりの思い出とともに
我が家への愛着を深めた。
そして住まいに見る夢は今も続いている。

環境先進国の住宅に魅せられ、
選んだのは北欧スタイル。

素材へのこだわりが生み出す
居心地のよい空間。

留学先で出会ったというNさんご夫妻。だから、家

Nさんがとりわけこだわったのが素材だった。身体

を建てようと思い立ったときに、当時暮らしていた

にやさしく機能性にも優れた自然素材の建材。

ドイツの住宅を真っ先に想い描いた。絵本に出て

自らが手掛けた身体にやさしい珪藻土の塗り壁。

くるような大屋根と白壁の外観。木や自然素材の

窓は高気密・高断熱で遮音性にも優れた木製3

美しく心地よい内装。
そして冬の厳しい寒さに備

層ガラスサッシ。
トイレとキッチンの床には上質な

えた構造や機能。そんなあこがれから家づくりは

イタリア製タイルを採用。そしてお気に入りのデン

始まった。いくつもの展示場を巡る中で、
イメージ

マーク製の重厚なオーク材の内開き玄関ドア、等

子どもの勉強をみたり、家族とのコミュニケーションに配慮したオープンスタイルのキッチン。
カウンターテーブルとしても使用できる調理台は収納棚も兼ねていて、
スタイリッシュなステンレス製の
一体型シンクは掃除もラク。天井高2.7mのハイパネル仕様でゆったりとした空間を感じさせる。

できることは自分たちで――
家づくりの楽しみも家族で共有する。

にぴったりの外観とシンプルで重厚感のある木製

々いづれもデザインと機能性を兼ね備えた素材

「借りた家を退去する際に、壁のペンキを塗りな

の玄関ドアに出会った。サッシやドア、床にも木が

が、快適な室内空間をつくりあげている。こだわり

おすのが基本のドイツ。だからペンキ塗りは経験

ふんだんに使われていて、北欧スタイルにすっかり

から生まれた心地よさは気持ちまでやさしくしてく

済みでした」と語るNさん。コストダウンも兼ねては

一目惚れ。
しかもクリーンな蓄熱式床暖房などの

れそうだ。自然の素材を贅沢に取り入れた住環

じめた、
壁の珪藻土塗りだったが、
リビングダイニン

機能面にも満足だったという。細部にまでこだわ

境は、
ずっと家族の健康的な暮らしを支えてくれる

グと玄関の入口はアーチ状にするほどの凝り様で、

りたいという想いは、設計段階で10回以上の追

ことだろう。

やっているうちに楽しみ変わっていったという。砂

加変更の末に、
ようやく実を結んだ。

我Lが
家
の
快
適
iving inspection

当初は壁の予定を木の手すりに変更したリビングの階段。玄関から見える
壁面には飾り棚を設けた。吹き抜けとも相まって、開放感を与えている。

玄関ホールから続くリビングの
入口。珪藻土で仕上げられた
アーチ状が見事な出来映え。

自然な凹凸が味わいを
醸し出す珪藻土の壁。
高断熱の木製3層ガラ
スサッシとの組み合わ
せで、結露やカビ・ダニ
も防いでくれる機能性
にも優れた素材。

利を敷いたり、庭木を植えたり、手伝いをしたのが
きっかけで、
ガーデニングにも開眼。今は自らで蒔

日和

いたクローバーが庭を覆う日を心待ちにしている。
自らの家づくりに家族が関わることで生まれた我
が家への愛着。そんなNさんの家づくりは、
まだ始
まったばかりなのかもしれない。

Functional&Naturalness
神奈川県

N邸

子
供
部
屋

DN

寝室

ピアノルーム
キッチン

玄関
UP

リビングダイニング
床・壁面・窓まわり・
ドア・階段…
いずれも上質な自然素材が
ふんだんに使われている。

和室

バルコニー

House Data
■敷地面積／171.87m2（51.99坪）
■延床面積／134.14m2（40.58坪）
■1 階面積／ 67.07m2（20.29坪）

瀟洒な雰囲気漂うエントランス。奥に見える重厚なデンマーク製の玄関
ドアは内開きにこだわったオーダー。鉄のフレームに組み込まれているため、
耐久性や防犯対策も万全。
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採光に優れた明るい
子ども部屋。
落ち着いた雰囲気の寝室。
ベッドの配置を考慮した窓の位置取り。

■2 階面積／ 67.07m2（20.29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
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Prevention of Termite

シロアリ
対策

快 適 ハ ウ ス ケ ア ③

住まいの総合診断＋
〈シロアリ駆除〉
＆カーテンクリーニング

Total Inspection

住まいの総合診断

恐〜いシロアリ…
あなたの住まいは大丈夫ですか？
適切な予防措置、
そして早期発見・早期駆除が
大切な資産を守ります。

丈夫な身体であっても
老化を止めることはでき
ないように、
家も歳月とと
もにメンテナンスが必要
になるのは当然です。
し
かし、
定期的な診断やリ
フォームによって、世代
を超えて永く快適な状
態を保つことも可能にな
ります。ウェルダンノーブ
ルハウスでは、
専門技術者による住まいの総合診断を実施しています。
住まいを総合的に診断・チェックし、
傷み具合や問題点を的確にアドバイ
ス。
より永く、
より快適に、
暮らしていただくために、
ぜひお勧めします。

地震、
台風、
火災に次ぐ第4の災害といわれるシロアリ被害。特に近年は
郊外の丘陵地が宅地化される中、
シロアリの被害も年々増加の一途をた
どっています。
シロアリの被害は建物の外部からは発見しにくく、
気づい
たときには被害がかなり進行しているケースも少なくありません。地面を
伝って外部から侵入したシロアリは、
基礎コンクリートの表面に蟻道をつ
くり、
木材内部へと侵入し、
土台から柱、
壁の内部へと食害を広げていき
ます。放っておくと床板が落ちてしまったり、
屋根が湾曲したり、
建物自体
の倒壊を招くことも珍しくありません。大切な住まいをシロアリから守るた
めには、
早期発見そして早期駆除、
そして事前の予防対策が大切です。

主要点検項目

シロアリ被害の兆候

・設備機器関連（キッチン・洗面・トイレ・浴室）

シロアリは光を嫌うため発見が難しいとされていますが、
以下のような場
合は、
シロアリの被害を受けている可能性が高く、
手遅れになる前に、
すみ
やかな駆除・メンテナンスが必要です。

リフォーム

大切な資産だから、住まいの健康管理は大切。
外壁・屋根・木製窓まわり・内装リフォーム等の
特別キャンペーンも実施中！
ご相談・ご依頼はWELLリフォームまでお気軽に！
Phone 045-453-1551 担当：村上まで

高機能北欧輸入住宅ウェルダンノーブルハウスがお届けする上質のリフォーム。
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、
お引き渡し後もご安心ください。
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■現在の間取りは。
□1ルーム □1DK
□1LDK
□3DK
□3LDK □4DK

1

2

寸法チェック
①

専用ネッ
トに入れ、
区分けして
（ドライクリーニング専用
洗浄
機、水洗い専用機、水洗い

4

クリーニング前の寸法点検

5

染み抜き

7

■購入を予定されている方にお尋ねします。
●どんな住宅をお考えですか。
□注文住宅
□建売住宅
□マンション
□リゾート・セカンドハウス □その他（
）
●住宅の購入に際して特に重視する点は？
（複数選択可）
□耐久・耐震性 □居住性 □デザイン □健康・環境性能
□内装・設備
□立地・環境 □間取り □省エネ
□外観 □採光 □収納 □キッチン □バスルーム □リビング
□アフターメンテナンス □価格 □その他（
）
●以下の仕様や設備についてどのようにお考えですか。
・耐震構造 （必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
・床 暖 房 （必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
・ハウスシック対策（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
・オール電化 （必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
・バリアフリー
（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）

専用ネッ
トに入れ、
区分けして
洗浄（ドライクリーニング専用機、水洗い専
用機、水洗い高圧洗浄機、染み抜き洗浄機）

寸法チェック
②

乾燥機を使用せず、
日陰に
て自然乾燥

8

プレス
①

3

クリーニング

6

乾燥

プレス
②

□2DK
□2LDK
□4LDK □5LDK以上

■現在住宅の購入をお考えですか。
□すでに購入している
□2〜3年以内に購入予定
□時期は決めてないが予定している
□予定はないが、
いずれ購入したい
□購入の予定はない

カーテンクリーニングの流れ
選別

■現在お住まいの居住形態は。
□一戸建て □分譲マンション
□賃貸一戸建て □賃貸マンション □アパート
□その他（
）

クリーニング後の寸法点検。
縮み具合やお客様の要望
によりリフォーム

■高性能住宅ウェルダンノーブルハウスの資料、
イベントのご案内など、
お得な情報をお届けいたします。
□希望する
□希望しない
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プレス
③

2008SP

ご協力ありがとうございました。

●地面から伸びる蟻道が基礎部分にみられる。
●柱など木部を叩くと空洞があるような音がする。

シワのひどい所などの部分
プレス

●隣家に木造の古い家がある。
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たたみ

5年に一度は防蟻処理工事を！
数万から数十万匹のシロアリが
ひとつのファミリーを形成。

リフォームのお得な割引特典

住まいの総合診断のご依頼はお気軽に！

カーテンク
リーニング

●4月〜7月の繁殖期に周囲で羽蟻がみられる。

診断結果のご報告。
問題点やメンテナンスが必要な場合には適切にアドバイス。
＊ウェルダンノーブルハウスのお客さまには、
只今、
無料診断キャンペーン
を実施中！ この機会にぜひご利用ください。

リフォームをご希望の方には、多数の割引特典をご用意いたしました。
〈割引特典の一例〉
・INAXシステムキッチンIST 60％割引
・INAXシステムバスルームLukinar 55％割引
・INAXタンクレス便器SATIS 40％割引
・MITSUBISHIルームエアコンSVシリーズ 70％割引
など、その他様々な特典をご用意しています。

恐れ入りますがアンケートにご協力ください。

陽射し溢れるこの時期、
窓辺にも春が訪れます。
カーテン越しの光も明る
さを増し、
春の風を届けてくれます。そんな窓辺を彩るカーテンも汚れて
いては台無し。カーテンもクリーニングすることで、
見違えるほどきれいに
なります。カーテンの劣化を防ぎ、
美しさを長持ちさせるだけでなく、
お部
屋を快適に保つ上でも欠かせません。春の衣替えに合わせて、
カーテン
にもクリーニング・メンテナンスしてみませんか。

汚れの烈しい部分、染み付
き部分を専用機のジェットガ
スで洗浄し再クリーニング

被害を未然にくい止めるためには、何より防蟻処理工事が有効です。

診断結果

Curtain Cleaning

全体的にプレス
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素材別に、
またレース等は
専用のフィニッシャー機で
プレス
■クリーニング基本料金／
１間腰窓（幅190cm×高150cm）
3,000円〜

梱包

個人情報保護シート

■基本構造躯体・鉄筋コンクリート基礎・木造構造躯体・外装材
■屋根・外部防水・屋根材・雨樋・外壁塗装・シーリング材
■外部：木部・玄関ドア・木製サッシ・木製バルコニー・デッキ
■内部・内部ドア・建具類・床・壁・天井・階段・手すり
■その他・防蟻処理（シロアリ）・床暖ボイラー・不凍液

［プレゼント応募ハガキ］

＊料金はサイズ・素材等によって異な
ります。シミ抜き、
ほつれ等メンテナン
スや出張サービスは別途料金です。
〈ご注意〉
※経年変化の著しいものは、
お受けで
折ヒダに添って、
プリーツだ
運搬中に崩れないように、
きない場合があります。
たみ
プリーツただみのまま箱入れ ※カビはドライクリーニングでは落すこと
が出来ません。
※シミについては、
シミの種類、素材、
経過時間などによって落せないもの
●カーテン専門のクリーニング工場にて素材に適したクリーニング作業
があります。
●ウェーブ加工やカーテン独自のプリーツだたみでお届け
※仕立て直しをはじめ様々なカーテンリ
●丈直し、
ほつれなどの修正のメンテナンスにも対応（別途料金）
フォームもお受けしています。お気軽
●取外しから取付けまで、出張サービスも可能（別途料金）
にご相談ください。

個人情報保護シート

●クリーニング中の代替カーテンのお貸し出し
（無料）

カーテンクリーニングのご依頼はWELLリフォームまで Phone 045-453-1551
女王アリ

兵隊アリ

働きアリ

春

春の小花でスタイ
リッシュアレンジ

シロアリから家屋を守るためには、
予防が大切。5年に一度は防蟻処理工事
をお勧めします。5年間の保証書付きなので、万一の際も安心です。

リーズナブルでかわいいお花が数多く出回る春。
今回は春の小花を使って、
手軽にできるおしゃれ
なアレンジをご紹介します。

■防蟻処理工事
●工事内容／建物の外壁・室内側30〜40センチ間隔で、
直径4ミリの穴を開け、インジェクターで薬剤を注入します。
（注入痕は同色補修します）
●工事費用の目安／1階部分の床面積（坪）×8,000円前後
（遠隔地は別途交通費）
●工事期間／1日
●保証内容／施工後、5年間の保証書付き（上限200万円）

リフォーム 防蟻処理工事に関するご相談・ご依頼は

WELLリフォームでもお受けしております。Phone 045-453-1551

佳 味 一 品
季節のおいしい一皿

●アレンジのポイント
パンジーは園芸イメージの強い花ですが、
最近は切花
（庭からカットしたものでも可）
もよく見かけます。今回
は、
あえて種類ごとに花器をわけて、
スタイリッシュな
アレンジにしてみました。百円ショップなどで手に入
る重ねても安全なガラスの花器を使用。並べ方も自
由自在です。花器を重ねることによって、
パンジーな
ど茎の短いお花も高さを出せて、華やかになります。
重ねた下の花器には、少量の水にグリーンだけいれ
てシンプルに。
ビー玉など小物を入れても楽しめます。
使用花材
・パンジー
・コワニー
・矢車菊
・ミスカンサス

＊flower arrange+photo：
高橋規子（フラワーコーディネータ）

http://www.pua-pua.com/

デンマーク料理の定番に春野菜の彩りを添えて
■材 料（2人分）
・豚挽き肉
200g ・玉ねぎ
1/4個
・たまご
1/2個 ・牛乳
50cc
・オートミール
50g ・オリーブオイル 適量
・生タイム・生オレガノ、塩・コショウ・バター適量
付け合わせ／ブロッコリー、
アスパラ、
エンダイブ、
チコリ
ラディッシュ、
ライ麦パン、
ジャム
（ブルーベリー・アプリコット）

デンマーク風ミートボール
ピクルス、
炒めた玉ねぎ、
ジャムなど
てパーティー料理にも。
春野菜添え を添え

■作り方
❶ボウルに豚挽き肉、
みじん切りにした玉ねぎ、
た
まご、
ハーブ、塩・コショウを入れて混ぜる。
❷オートミールを入れ、
牛乳を少しづつ加えながら、
ちょうどよい硬さになるまでよく混ぜる。
❸フライパンを中火にかけバターを溶かす。
❹手にオイルを付けて、
ゴルフボールくらいの大きさ
に丸くして、
フライパンで焼く。
❺ほどよく焼き色がついたらひっくり返す。途中で
弱火にし、
中までしっかり火を通す。
❻お皿に盛って、
野菜を添えて出来上がり
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郵

料金受取人払
横浜中央局
承認

便

は

が

き

2008年

221-8790

始動 「WELLリフォーム」

Information

（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

3918
差出有効期間
平成20年11月
30日まで
〈切手不要〉

お役立ち情報

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

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。
●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
サポートシステム
●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
リフォーム
など、
リフォーム全般
■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気軽に！

オーダーカーテンの専門店デコハウスの

春のレースカーテン掛け替えフェア
フリガナ

ご年齢

お名前

ご住所
お電話

性別

カーテン館デコハウスでは只今レースカーテン掛け替えフェアを
開催中です！ 多彩なデザイン、そして機能性にも優れた豊富な
品揃えで、お部屋の雰囲気やお客さまのご希望にお応えします。
陽射し鮮やかなこの季節、
新しいレースカーテンでお部屋もイメー
ジアップしてみませんか。WELL-DOをご持参された方に5〜10％
（5月末まで）
。
この機会をぜひお見逃しなく。
割引のお得な特典あり

歳
男 ・ 女

〒
ー

■詳しくはカーテン館デコハウスまでお気軽に！
フリーダイヤル
0120-80-5050
http://www.dekohaus.co.jp/

ー
︿
キ
リ
ト
リ
線
﹀

E-mail
ご職業
同居の
ご家族

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（
）

↑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］

の
り
し
ろ

のりしろ

▼

の
り
し
ろ

■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／2008年4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。

モディリアーニ展 あの名作から、知られざる原点まで

Present

必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

読者プレゼント！
世界のファブリックとオーダーカーテンの専門店デ
コハウスからマリメッコ
（UNIKKO柄）のクッションを
5名様にプレゼント！
http://www.dekohaus.co.jp/
●応募締切2008年4月30日必着
●発表は発送
（5月）
をもって代えさせていただきます。

Exhibition
おすすめ展覧会情報

20世紀初頭、エコール・ド・パリを代表する画家として活躍した
アメデオ・モディリアーニ
（1884-1920）
。
原始美術の影響を色濃く示す初期の
〈カリアティッド〉
の作品群から、
独自の
様式を確立した肖像画にいたるまで、
モディリアーニの全容を一望する国内で
は過去最大規模の展覧会となります。

2008.3.26［水］
〜 2008.6.9［月］
国立新美術館
●開館時間／10:00〜18:00
金曜日は20:00まで
（入館は閉館30分前まで）
●休館日／毎週火曜日
（ただし4月29日、5月6日は開館 翌水曜日休館）
●入場料金（当日）
／一般1,500円、
《赤毛の若い娘
（ジャンヌ・エビュテルヌ）
》
1918年 個人蔵
大学生1,200円、高校生700円、
中学生以下、障害者とその介護者1名は無料
●東京メトロ千代田線「乃木坂駅」下車、6出口（美術館直結）
東京メトロ日比谷線「六本木駅」下車、4a出口から徒歩5分
都営地下鉄大江戸線「六本木駅」下車、7出口から徒歩4分
●ハローダイヤル03-5777-8600 ●http://modi2008.jp/

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

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に

0120-206-244
フリーダイヤル

ツ ー バ イシックスにしよう！

※色調等は写真と多少異なる場合もあります。
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。
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※本誌の写真および記事の無断転載はお断りします。

住まいるプラザ（横浜ショールーム）
〒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
Phone 045-453-1551 www.well-do.com

