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開放的でナチュラルな空間――。
家族の想いが調和した心地いい住環境。
R e f i n e m e n t & H a r m o n y ❊神奈川県・N邸

第12話

野外活動家マイクハリスさん

最 上 の 住 ま い づ くり の た め に …

move on

!

さらなる業務の拡充と顧客サービスの向上を目指し
7月1日「
」始動。

北欧スイーツキッチン

北欧のおいしいお菓子⑦ ブルーベリーパイ

Information ❉ 夏の暑さ・紫外線対策に！
木製トリプルガラスサッシ＋LOW−Eガラス
Exhibition ❉ 野外でアート・ウオッチング

彫刻の森美術館・クレマチスの丘・
ハラミュージアムアーク・カスヤの森現代美術館

P r e s e n t ❉ SUUNTOの多機能トレーニングウオッチt1cを
2名様にプレゼント！

Better Life & Better Living

Prekestolen

トロムソ

Trekking
Hiking

トレッキング・ハイキング

サーナ山
クングスレーデン

北欧の国々でも人気が高いトレッキングやハイキング。日本で

エノンテキオ空港
キルナ

リーセフィヨルドから垂直に600m切り立った巨
大な岩・プレーケストーレン。
〈教会の説教壇〉
とよばれるその岩棚の上からの眺めは、
目もくら
むまさに絶景。
リーセフィヨルド・クルーズやカラ
フルな木造建築で知られる町・スタヴァンゲルな
ど、周辺にはみどころも多い。

はピークハント（頂上を極める）が主流なのに対し、大地をゆっ
くり時間をかけて歩くのが北欧流。スカンジナビア最高峰ガル
フピッゲンでさえ2,500m足らずの標高だが、氷河に削られた
地形が織りなす圧倒的なスケールと手つかずの自然は、日本で
は得られない体験をもたらしてくれる。そして様々な高山植物
や野生動物。コースもよく整備され、宿泊施設も快適だ。ここ
では北欧の自然を満喫できる代表的な4コースをご紹介。

Norway
ベルゲン

Finland

ヨートゥンハイメン
国立公園

オスロ

Sweden

■モデルコース（スタヴァンゲルから日帰り可能）
ベルゲン→スタヴァンゲル
〈フェリー40分〉
→
タウ
〈バス40分〉
→プレーケストールヒュッタ
〈4km・徒歩約2時間〉
→プレーケストーレン→
〈4km・徒歩約1.5時間〉
→プレーケストールヒュッタ
〈バス〉→タウ〈フェリー〉→スタヴァンゲル

ヘルシンキ

ストックホルム

プレーケストーレン

プレーケストーレン

ケブネカイセ山を望む

ヨートゥンハイメン国立公園
スカンジナビアの屋根・ヨートゥンハイメン国立
公園。なかでもベッセゲンからイェンデ湖に沿っ
て歩くベッセゲン・リッジのルートは人気が高い。
イェンデ湖とベス湖が400ｍの標高差で対峙す
る狭い岩尾根から、
イェンデブーへ。雄大な景
観と高山植物が素晴らしい。

②シンギ

■モデルコース

Jotunheimen
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イェンデスハイム小屋

o u t d o o r

①ストックホルム→
〈車中泊〉
キルナ→ニッカルオクタ→
〈19km・徒歩約6.5時間〉
→ケブネカイセ山荘（泊）
②→
〈14km・徒歩約6時間〉
→シンギ小屋（泊）
③→
〈12km・徒歩約5時間〉
→セルカ小屋（泊）
④→
〈12km・徒歩約5時間〉
→チェクタ小屋（泊）
⑤→
〈13km・徒歩約5時間〉
→アレスヤウレ小屋
（泊）
⑥→
〈20km・徒歩約7.5時間〉
→アビスコヤウレ小屋
（泊）
⑦→
〈15km・徒歩約6時間〉
→アビスコ山荘（泊）
⑧→アビスコ→ストックホルム

スピーテシュトゥーレン

ビス谷

l i f e !

ライルバスブー

北欧アウトドア案内

ベッセゲン
ベス湖

メムルトゥンガ台地
②メムルブー
イェンデ湖
③イェンデブー

Cycling

スヴェリエ・レーデン

心地よい風を肌で感じながら、
サイクリングに最
適な北欧の夏。
スウェーデンのスヴェリエ・レーデ
ンをはじめとして、北欧諸国は自転車専用道路が
よく整備され、
アップタウンも少ないので、安全で
快適なサイクリングが楽しめる。
レンタサイクルや
地図、案内標識等も充実してい
るので、都市部の移動手段から
カレスアンド

郊外の長距離ツーリングまで、
サイクリングを様々な旅のプラ
ンに組み込むことができる。

スヴェリエ・レーデン

クララルヴェスバーナン

オーレ・バイクパーク

Finland

Norway

ヘルシンキ

オスロ

ストックホルム

Sweden
Denmark
フュン島

ヴェルムランドのカールスタッドからハーグフォシュ
までクラール河の鉄道路線跡に沿った全90km
のサイクリング・コースで、深い森の中、音楽家、
詩人などゆかりの地を訪ねる。
⇒ www.klaralvsbanan.se/

クララルヴェスバーナン

Klarälvsbanan

ヘルシングボリ
コペンハーゲン

シェラン島

優れた機能性とデザインを併せもつ北欧プロ
ダクツ。アウトドア分野においても品質とデザ
インの両面から世界中で多くの人々に支持さ
れている。

Sjalland Bornholm Fyn
のどかなフュン島の風景

オーレ・バイクパーク
イエムトランド地方のオーレにあるマウンテンバ
イクの殿堂。山頂までリフトで自転車を運んで、
標高差900mを下る。
総全長40km、
初心者から
上級者まで全30コース。

■モデルコース（キルピスヤルヴィから日帰り）
トロムソ
（ノルウェー）
から
〈バス2.5時間〉
または
エノンテキオ空港〈バス2時間〉
→キルピスヤルヴィ
〈5km・徒歩約1.5時間〉→登山口〈4km・徒歩約
2時間〉
→サーナ山
〈4km・徒歩約2時間〉
→登山口

Saana
ロフォーテン諸島

■ラフティングポイント
●グドブランスダール渓谷（Gudbrandsdalen）
●トリシル川（Trysil）
●ヨステダールセルヴァ川（Jostedalselva）
●ユッカスヤルヴィ近郊・トゥーネ川（Torne）
●キトゥカヨキ川（Kitkajoki）

アンマルネス
ヌール・トロンデラーグ
フォーセン半島
フロスタ

ベスエーカー
フローヤ島
ヒトラ島

スキャーヴァン・ロルトダレーン
国立公園
ネスビエン

Norway

オスロ

Sweden

Finland
ヘルシンキ

ストックホルム

マーンダル川
ファールスンリゾート
ウステルヨートランド

キトゥカヨキ川

Norway Sweden

Fishing

ヨステダールセルヴァ川

グドブランスダール渓谷
トリシル川
ハルダンガーフィヨルド
オスロ
グロンマ川

Finland

釣り
無数に存在する渓流や湖沼は、釣り人のあこがれである北欧。
ノーザンパイク、
ブラウントラウト、
アトランティックサーモンなど、
スケールの大きな釣りがゆったりと楽しめる。またノルウェーの
メーハムンではキングクラブ釣りが体験できる。釣りには各国・

ヘルシンキ

地域ごとにライセンスの購入や入漁料が必要。法律の遵守も義

ストックホルム

務づけられているので、観光案内所で最新情報を入手したい。

マーンダル川

■釣りポイント●ヒトラ島
（Hitra）●フローヤ島
（Frøya）●フォーセン半島
（Fosen）●フロスタ
（Frosta ）
●スキャーヴァン・ロルトダレーン国立公園
（Skarvan og Roltdalen National Park）●ロフォーテン諸島
（Lofoten）
（Mandal）
●ベスエーカー
（Bessaker）●ヌール・
トロンデラーグの湖
（Troendelag Nesjøen）●マーンダル川
●ファールスンリゾート（Farsund Resort）⇒ www.farsundresort.no/

Denmark
コペンハーゲン

Kayaking

カヤッキング
南国生まれのカヌーに対して、
グリーンランドやアラスカなど
北の海がルーツのカヤック。現地にあるカヤックセンターでは、
シーカヤックやリバーカヤックともに様々なツアーを企画し

⇒ www.arebikepark.com/

Horse
Riding

乗馬
馬の背中でゆっくりと大自然を満喫する
乗馬トレイルは、北欧ならでは。乗馬が
盛んな北欧では、各地方に乗馬クラブが

ている。氷河に削られたフィヨルドの雄大な景観や北海の島々

点在し、賢く穏やかなアイスランド馬が主流。比較的手頃な料金

を巡るツアーは特におすすめ。極北の水上で、ゆったりと水と

で乗馬ツアーが楽しめる。森林、山岳、海岸など様々なコースが

戯れながら、北欧の大自然を楽しみたい。

あり、
1日のショートトレイルから1週間をかけてゆくロングトレ
イルまで多彩。釣りやハイキングを組み合わせたツアーもある。

■カヤッキングポイント●ハルダンガーフィヨルド（Hardangerfjord）●グロンマ川（Glåma）
●アイドフィヨルド（Eidfjord）●ロフォーテン諸島
（Lofoten）
●ヘルゲラン北部沿岸（The Northern Coast of Helgeland）●マーンダル川（Mandal）
●ヴェガ群島（The Vega Archipelago・Havnomadens kajakcenter）⇒ www.havnomaden.no/

■ネスビエン・ホースセンター（Nesbyen Horse Center）⇒ www.nesbyenhestesenter.no/
■ラップランド・アンマルネス（Fjällhästen）⇒ www.fjallhasten.com/
■ウステルヨートランド（SAGA Adventures）⇒ www.sagaadventures.com/

HAGLOFS ホグロフス

Bergans ベルガンス

KLATTERMUSEN クレッタルムーセン

Biomega バイオメガ

point65°
ポイント65°

●ウェア●バッグ●キャンプ●グッズ

●ウェア●バッグ●キャンプ●グッズ

●ウェア●バッグ●キャンプ●グッズ●カヌー＆カヤック

●ウェア●バッグ●キャンプ●グッズ

●サイクル ●グッズ

●カヌー＆カヤック●グッズ

●ウオッチ●グッズ

1908年創業のノルウェーのアウトドア総合ブランド。
ウェアやザック、
キャンピング関連からカヌーまで高
品質の製品を幅広く手掛けている。キッズ向けの
製品も充実している。

登山家アスカル夫妻に
よって創設されたアル
ピニストブランド。無駄
なものを一切排除し、
シ
ンプルかつ特徴的なデ
ザインと柔軟性・機能
性を追求。環境意識
の高い製品づくりも注
目されている。

スウェーデン・ストックホルムのカヤックメーカー。
美しいデザインと厳しい自然環境のもと開発され
た優れた機能性を併せもち、幅広いラインナップ
を取り揃えている。

アウトドア・スポーツウオッチのトップブランド。優れ
た技術と機能性で、
トレッキング、
スノースポーツ、
マリンスポーツ、
ゴルフ、
そしてトレーニングなどの
様々なラインナップを取り揃え、
世界中のアスリート
たちの挑戦をアシストしている。

⇒ www.bergans.no/

⇒ www.klattermusen.se/

⇒ www.point65.com

⇒ www.suunto-japan.jp

1960年創業のスウェーデンのアウトドア総合ブラ
ンド。アルミ製のフレームザックを世界で最初に考
案した。
"QualityTime"――自然の中で過ごすかけ
がえのない時間を大切に、
トレンドに流されること
なく、
常に耐久性や環境に配慮
したプロダクトを手掛けている。

読者プレゼント
詳細は裏表紙のプレゼントコーナーをご覧ください。

トゥーネ川

ヴェガ群島

アイドフィヨルド

■ノルウェー山岳連盟
http://www.turistforeningen.no/
■スウェーデン旅行者協会
http://www.svenskaturistforeningen.se/

サーメ人の神聖な山・サーナ山。ムーミンに登場
する
〈おさびし山〉
のモデルとも言われ、
独特な山
容が印象的。1000m余りの標高にも関わらず、
4000m級の貴重な高山植物が見られる。健脚
向きはフィンランド最高峰ハルティ山がおすすめ。
キルピス湖周辺は夏至の頃までスキーが可能。

FJALLRAVEN フェールラーベン

スポーツウオッチのトップブランドSUUNTOの
トレーニングウオッチを2名様にプレゼント！
1

Sverigeleden

流れまでコースも多彩。北欧の氷河に削られたダイナミック

ヘルゲラン北部沿岸

シェラン島・フュン島・ボーンホルム島など、比較
的起伏が少ないデンマークの島巡りには自転
車の利用が便利。自転車先進国デンマークで
は各所にレンタサイクルが設置され、整備された
自転車専用道路も快適。それに列車や電車、
ローカルバスも無料で自転車を運んでくれるの
で長距離の移動も可能だ。観光名所を自転車
でたどる旅は、
きっと新たな発見や出会いをもた
らしてくれるに違いない。

●適期／6〜9月
（7・8月が最適）
●装備／日本の2〜3,000mの夏山装備。
ただし時期や時間帯、天候によって、
かなり
の温度差が生じるので防寒対策も必要。
●足まわりの防水やレインウェアは必須。
●意外なほど蚊やブヨが多いので虫避け対策
（防虫薬・防虫ネットなど）
は万全に。

サーナ山

やつり川下りを楽しむラフティング。激流から比較的緩やかな

ロフォーテン諸島

Åre bikepark

ボーンホルム島

北欧のアウトドアブランド

フィンランドの国境沿いカレス
アンドからヘルシングボリまで
南北に2,590kmを縦断する
サイクリングコースで、総延長
は6,300kmにおよぶ。日程や
体力に応じて様々なコース設
定が可能。

ラフト（大型のゴムボート）に乗って、チームでパドル
（櫂）
をあ

な自然とともに満喫したい。

デンマークの島巡り

北欧トレッキングメモ

ニッカルオクタ

ラフティング

Rafting

①イェンデスハイム

爽やかな陽気と日照時間の長い北欧の夏は、アウトドアで過ごすのに最適な季節。
ナチュラルツーリズムのパイオニアとして、北欧はガイドや施設などのインフラも良く整備されている。
この時期に北欧を訪れたら、いろいろなアクティビティを組み合わせて
ゆったりと自然に浸ってみることを、ぜひおすすめします。
ロフォーテン諸島

サイクリング

①ケブネカイセ

（ストックホルム発7泊8日）

＊スカンジナビア最高峰ガルフピッゲン
（2,469m）
へ足を
延ばすことも可能。ただし山岳装備と6日以上が必要。
▲

イェンデ湖に注ぐライルング沼を望む

王様の散歩道と呼ばれる全長約450kmに及ぶ
スウェーデンを代表する壮大なトレッキングコース。
世界の人気トップ10のハイキングコースにも選
ばれ、健脚でも全コースを歩くには3週間以上を
要する。コース北部を北に向かって、 ⑦アビスコ
約1週間掛けて歩くルートは
⑥アビスコヤウレ
宿泊施設も整備され、全体に
平坦なので、
ゆっくりと
快適な山旅が楽しめる。
⑤アレスヤウレ
また、
スウェーデン最高峰
ケブネカイセ山を組み込むなど、 ④チェクタ
日程・体力・目的に応じた
多彩なバリエーションが可能。 ③セルカ
ケブネカイセ山
▲ 2,103m

■モデルコース（オスロ発・3泊4日）
①オスロ→イェンデスハイム小屋（泊）
②→ベッセゲン
〈12km・徒歩約8時間〉
→
メムル小屋
（泊）
③→メムルトゥンガ台地〈10km・徒歩約6時間〉
→
イェンデブー小屋（泊）
④→
〈船〉
→イェンデスハイム小屋→オスロ

ガルフピッゲン
2,469m

Kungsleden

クングスレーデン

⇒ www.ssksports.com/fjallraven/

1914年創業のスウェーデンのアウトドアブランド。
「良質なものを可能な限りシンプルに、必要なもの
を必要なかたちでつくること」
をコンセプトに、
革新的
なファブリック生地
や最先端の技術を
もとに可能な限り、
高機能で高品質な
プロダクトを追求し
ている。

⇒ www.haglofs.jp/

「furniture for locomotion
（移動手段としての家具）
」
というコンセプトを掲げたデンマーク発の自転車ブ
ランド。パリ・ポンピドゥーセンターやニューヨーク近
代美術館に展示されるなど、
そのフォルムはアート
としての評価も高い。

⇒ www.biomega.dk/

SUUNTO スント
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1階全面に蓄熱式温水床暖房を採用。真冬でも暖かく快適なハードメープルの床。
コミュニケーションを重視したフルオープンのキッチン。
床暖房によってタイルの床も暖かい。

開放的でナチュラルな空間――。
家族の想いが調和した心地いい住環境。
のびのびとした家づくりが
居心地のいい住まいを叶えた。
「のびのびとした家づくりがしたい…」
「快適な環

天井高2.7mのハイパネルがゆったりとした空間を演出。

リビングから直結するウッドデッキ。

R e f i n e m e n t & H a r m o n y
神奈川県

N邸

縦貼りサイディングやレンガ調タイル、スウェーデン製の
木製3層ガラスサッシが上品な雰囲気を醸し出す外観。
家族それぞれの想いを叶えた室内空間は開放的で
ナチュラルな空気に包まれている。
機能的で快適な住まいは、
のびのびとした心地よさに満たされ
暮らしをやさしく支える。

家族のコミュニケーションを
円滑にする開放的な環境づくり。
「リビングはできるだけ広くしたい」というNさんの

境も大切…」など、
自宅で仕事をするNさんの求

想いを受け、天井高2.7Ｍのハイパネルを採用。

める家づくりは、広々とした空間と快適性だった。

1階フロアは間仕切りがほとんどなく、玄関からリ

無垢木を多用した室内はナチュラル感に包まれ、

ビング・ダイニング、
キッチンへとオープンな設計と

珪藻土や多孔質デザインタイル〈エコカラット〉な

なった。メープルの明るい床材、珪藻土の壁とも

どのナチュラルな素材によってやさしい室内空間

相まって、
面積以上に空間のひろがりを感じさせる。

に仕上がった。そしてNさんご夫妻お気に入りの

さらに、
コミュニケーションを重視したというフル

スウェーデン製・木製3層ガラスサッシは、木の素

オープンのキッチンが、
家族の会話も円滑にする。

材感だけでなく、気密性・断熱性、
さらには結露の

そして1階フロア全面に蓄熱式温水床暖房を採

心配もない機能面にもすっかり満足している。

用し、開放感だけでなく快適性も申し分ない。

それぞれの想いを調和させることから生まれる家族の満足感。
永く快適に住まうためには、家族想い想いの要

設備、色調に統一感をもたせた2階の洗面室・浴室。

望を取り入れることが大切だ。と同時に、
それを上
手く調和させることが重要でもある。意見やアイ

スウェーデン製の木製3層ガラスサッシや
レンガ調タイル、縦張りのサイディングなどが
見事に調和した上品な外観。

キッチン

デアを出し合いながら、家族が一緒に家づくりに

書斎

参加することによって生まれる住まいへの愛着、

洋室

さらには家族の絆も強まる。そしてそれぞれの想い
を上手にまとめ上げるハウスメーカーの手腕が試

収
納

される。調和のとれた一体感と居心地の良さは、
のひのびと快適な暮らしを送る大切な要素だ。や
さしく開放的な空間には、家族で過ごす時間を大
切にするNさんの想いが込められているようだ。

収納

ダイニング

リビング

洋室

小屋裏
クロゼット

クロゼット
洗面
洗
面
室

UP

カ
ウ
ン
タ
ー

ウ
ォ
ー
ク
イ
ン
ク
ロ
ゼ
ッ
ト

シ
ュ
ー
ク
ロ
ゼ
ッ
ト

玄関

ポーチ

ク
ロ
ゼ
ッ
ト

UP DN

洋室

浴室

DN

小屋裏物置

吹
き
抜
け

バルコニー

ナチュラル感に包まれた寝室。

House Data
■敷地面積／196.29m2（59.37坪）
■延床面積／151.74m2（45.90坪）
■1 階面積／ 74.73m2（22.60坪）
■2 階面積／ 77.01m2（23.29坪）
■構造／2×6工法
木製3層ガラスサッシは170 回転
してお手入れもラクラク。

3

南側に面したお子さんの部屋は採光に優れ、明るい雰囲気。
お子さんのアイデアで実現した勾配天井。

●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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［プレゼント応募ハガキ］

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。

恐れ入りますがアンケートにご協力ください。
■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（
）
写真左から ●日本各地の渓流でコース探査をするマイクさん ●国際色豊かなスタッフやツアー参加者

●川のせせらぎや山の緑が心地いい広いウッドデッキ ●冬の楽しみはバックカントリースキーやスノーシュー

マイク ハリスさん

第12話 野外活動家

ニュージーランド生まれ。1992年初来日。
世界各地でガイドの経験を積み重ね、2002
年アドベンチャーセンター「株式会社キャニ
オンズ」を群馬県みなかみ町に設立。日本
におけるキャニオニングの第一人者。現在、
群馬県みなかみ町をはじめ、草津温泉、赤
城、長野県白馬村、四国の大歩危･小歩危
渓谷などに拠点を構えている。ツアーガイド
の傍ら、
日本各地のキャニオニングコースの
開拓、
ガイドの育成、
またエコツーリズムや
地域活動にも積極的に取り組んでいる。
ガイド歴16年・
日本キャニオニング協会代表。
■取得資格
●ウィルダーネスファーストエイド
●ACAアメリカキャニオニング協会
キャニオニングリーダー
●アドバンスドリバーレスキューインストラクター（NZRA）
●NZRAシニアラフティングガイド
●スイフトウオーターレスキュー １＆２
●水上町ラフティング組合公認ガイド
●CAA（カナダ雪崩協会）認定レベル1
●JAN（日本雪崩ネットワーク）認定レベル1
●CIC世界キャニオニング協会公認ガイド

流れに身をまかせて体ひとつで渓谷

マイクさんのアドベンチャーの原点は

を下ってゆくキャニオニング。
まだ馴染み

ニュージーランドの大自然だ。子供の頃

限られた情報と地形図を頼りに日本各地

日本でもようやく定着しつつあるリバー

の渓谷に足を運び、
勘と経験を活かした

スポーツではあるが、
まだ扉は開かれた

キャニオニングの新たなコース開拓に積

ばかりだ。
「仕事などの日常から離れて、

極的に取り組んでいる。
川の深さや水流、

自然の中でまったく新しい冒険と感動を、

渓の表情を探るために、
何度となく登り

もっと多くの人に体験してほしい」
と語る

の薄いこのアウトドア・アドベンチャーの日

から自然に慣れ親しみ、
同時に様々なア

下りを繰り返しながら、
自らの体で確かめ

マイクさん。
ようやく根を張りつつあるアウ

本におけるパイオニアであり、
経験豊富

ウトドア・アドベンチャーを体験してきた。

てゆく。そんな危険が伴う未知のコース

トドア・アドベンチャーがさらに多くの人々

探査は彼のライフワークだともいえる。

をハッピーにしてくれることを願ってやま

なプロフェッショナルガイドのマイク
・ハリス

高校・大学で学んだ日本語がきっかけと

さん。
ドレッドヘアに髭のワイルドな風貌

なって夏休みに来日。そして、
たまたま訪

に反して、
流暢な日本語とその語り口は

プライベートはバーベキューやハイキ

ない。特別な道具も必要とせず、
初心者

れた水上の、
故郷ニュージーランドとも通

ング、
川遊びなど、
家族でアウトドアを楽しむ

から経験者まで老若男女、
誰もが楽しめ

みなかみ

意外なほど穏やかだ。彼の主宰するアド

じる豊かな自然に、
すっかり惚れ込んでし

というマイクさんは3人の子供の父親だ。

るキャニオニング。その醍醐味は、時に

ベンチャーセンターのキャニオンズは、
自

まった。ネパールでラフティングのガイドと

やはり豊かな自然を子供たちと共有した

は激しく、
時にはゆったりと、
水の流れの

然豊かな群馬の最奥・谷川連峰の山懐

して活動しているときに、
始めてキャニオ

いという想いは強い。そして子供との関

中で自然を肌で感じること。スリルと癒し

みなかみ町にあり、
ラフティング、
ケービン

ニングを知った彼は、
その自由な川との

わりを通して、
ファミリーアドベンチャーや

を併せもつ自然の遊びであり、
自由な自

グ、
スノーシュー、
バックカントリーといった

一体感に魅せられ、
以後、
世界の渓谷を

アウトドア教育、
エコツーリズムの活動へ

然との一体感は、他ではちょっと味わえ

様々なアドベンチャー・ツアーを提供して

巡りながら、
経験を積み重ねる。そして世

の意識も高まった。
ともに自然を体感する

ない魅力だ。
この夏に新たな体験とリフ

いる。経験豊富なガイド、
設備や安全面

界キャニオニング協会公認ガイドとして、

ことによって、
子供の自立心や協調性、
自

レッシュを求めて、
一度チャレンジしてみ

など、
質の高いサービスが自慢だ。

水上を拠点に本格的に活動を始めた。

然への理解も深まると感じている。

てはいかがだろうか。

みなかみ

■現在の間取りは。
□1ルーム □1DK
□1LDK
□3DK
□3LDK □4DK

□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

CANYONS みなかみ
●キャニオニングツアー
〈半日コース〉3時間・8,000円〜
（集合写真・保険含む）
〈1日コース〉5〜8時間・13,000円〜（ランチ・集合写真・保険含む）
●ラフティングツアー
〈半日コース〉3時間・8,000円〜
（集合写真・保険含む）
〈1日コース〉6時間・13,000円〜（ランチ・集合写真・保険含む）
●ケービング●バックカントリー●スノーシューなども
※バンジージャンプ、
レイクカヌー＆カヤック、
ダウンヒルマウンテンバイク、
パラグライダーなど
と組み合わせたコンボ・ツアーも楽しめる。
キャニオンズみなかみ
〒379-1728群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽45

tel.0278-72-2811（受付時間8：00〜18：00）

http://www.canyons.jp/

■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
□リフォーム
□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）
■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
2010SU

ご協力ありがとうございました。

これまでの保証内容やアフターサービスも
新会社が滞りなく継承いたしますのでご安心ください。

move on

!

さらなる業務の拡充と顧客サービスの向上を目指し
7月1日「
」始動。
素材・設備の拡充
顧客サービスの向上

高機能・高品質のフルオーダー住宅「ウェルダンノーブルハウス」を手
掛け、
これまでも多くのお客さまに信頼を寄せてい頂いている株式会
社ジューテックは、
さらなる業務の拡充と顧客サービスの向上を目指
すために、
住宅関連事業を分離独立し、
7月1日より
「ジューテックホーム

技術・品質の向上
より柔軟な営業体制

株式会社」としてスタートします。親会社ジューテックホールディングス
株式会社による100％出資の会社です。これまでお客様へ対応させ

業務の効率化
サポート体制の強化

て頂いております建物に対する保証内容や定期点検をはじめとする
アフターサービスにつきましても、
これまで通り新会社が継承いたしま
すのでご安心ください。
「ジューテックホーム株式会社」はこれまで以
上の品質と顧客サービスの充実を目指して参ります。7月1日から始動
する「ジューテックホーム株式会社」に、
どうぞご期待ください。

これまで以上の品質とサービスで
皆さまの住まいづくりをサポートします。

現在建築途中の建物やお引き渡し後のアフターメンテナンス、保証等につ
きましては平成22年6月30日までは株式会社ジューテックが、会社分割の平
成22年7月1日よりジューテックホーム株式会社が、
引続き責任をもって対応
させていただきます。

■担当窓口について

個人情報保護シート

お客様との窓口につきまして、平成22年6月30日までは従来通り、株式会社
ジューテック住宅関連部が担当させていただきます。それ以降はジューテック
ホーム株式会社が担当させていただきますが、
お客様担当者並びに電話番
号に関しまして変更はございません。

ジューテックホーム株式会社 概要
■商 号：ジューテックホーム株式会社
■住 所：横浜市神奈川区東神奈川
2丁目43番地10
（現住宅関連部と同じ）
■代表者：代表取締役社長 中原 英夫
（現・執行役員 住宅関連部長）

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子⑦ ブルーベリーパイ

blabarspaj

■資本金：8,500万円
（ジューテックホールディングス
株式会社100%出資）
■事業開始：平成22年７月１日
（設立／平成22年４月１日）

新会社に関するご質問やご不明な点はお気軽にお尋ねください。

0120-206-244
フリーダイヤル
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■建築途中の建物、アフターメンテナンスはどうなるの？

ツ ー バ イシックスにしよう！

個人情報保護シート

最 上 の 住 ま い づ くり の た め に …

仕上げに粉砂糖とミントで飾り付け
＊協力／自然焼菓子工房roco

北欧ではふつうに自生しているブルーベリー。そんな季節の果実をふんだんに使った、家庭で
も簡単にできるブルーベリーパイです。生のブルーベリーが手に入らない場合は、冷凍のもの
で代用できます。

■材料（4個分）
Ａ・強力粉
85g
Ｂ・冷水
45cc
・薄力粉
35g
・酢
5cc
・無塩バター
85g
Ｃ・ブルーベリー
200g
（1cm角に切って冷凍しておく）
・てんさい糖
大4
・塩
ひとつまみ
・片栗粉
大1
〈飾り用〉
ミント、
粉砂糖 適量
・ブランデー
小1
■作り方
❶フードプロセッサーにAを入れ、
バターがさらさらになるまで刻む。
全体がポロポロになるまで混ぜる。
❹ ❷Bを加え、
❸ボールに②を入れ、
手で底に押し付けるようにしながら、
カートで
二つに切っては重ねる作業を数回繰り返す。乾燥しないよう
ビニールに入れ、冷蔵庫で最低3時間休ませる。
❹打ち粉（分量外）
を振った台の上で、約25×25cmに伸ばし
十字に4等分して、
クッキングペーパーを敷いた天板に並べる。
❺ブルーベリーにCを加えてざっくり混ぜる。
❻生地の中央に⑤をのせ、
フルーツを包み込むように折り、
重なっ
❻
たところをフォークでおさえる。200℃のオーブンで約35分焼く。
6
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料金受取人払郵便
横浜支店
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221-8790

夏の暑さ・紫外線対策に！
木製トリプルガラスサッシ＋LOW−Eガラス！

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

5071
差出有効期間
平成22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

断熱性の高いスウェーデン製の木製ガラ
スサッシと特殊コーティング加工した
LOW−Eガラスの採用によって、
夏の暑さ
と紫外線対策に威力を発揮します。LOW
−Eガラスは可視光線を生かして赤外線・
紫外線を防ぎ、床材や家具の日焼け防止
にも効果抜群。
街かどモデルハウス横浜・
弥生台でもご体感いただけます。
■詳細・お問い合わせは、
ウェルダンノーブルハウス
電話（フリーダイヤル）0120-206-244

野外でアート・ウオッチング

Exhibition

天気のいい日には、ちょっと郊外に足をのばして、屋外で芸術を楽
しみたい。カフェでくつろぎながら、のんびりと美術散策――そんな
休日におすすめな美術館をご紹介します。

箱根 彫刻の森美術館
1969年オープンの国内初の野外美術館。
ロダン、ヘンリー・ムーア、
ミロ、岡本太郎
など20世紀を代表する作家の100点をこえ
る名作に出会える。

おすすめ展覧会情報
フリガナ

ご年齢

お名前

ご住所
お電話

性別

歳

●開館時間／9:00-17:00
（入館は16:30まで）
、
無休 ●入館料／一般1600円
●お問い合せ0460-82-1161 ●http://www.hakone-oam.or.jp/
●箱根登山電車「彫刻の森」駅下車徒歩2分。東名厚木I.Cより小田原
厚木道路経由、箱根湯本より国道１号線強羅入口で県道732号線。
■所蔵企画展「ピカソとスペイン美術展」4/24〜12/5

男 ・ 女

〒
ー

静岡 クレマチスの丘

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）↑

［読者プレゼント応募ハガキ］

群馬 ハラミュージアムアーク
の
り
し
ろ

榛名山麓の緑豊かな環境に、
建築家・磯
崎新氏設計のシックな木造建築が美しい
コントラストをみせている。広々とした開放
感の中、ゆったりと現代アートが楽しめる。
●開館時間／10:00-16:30（入館は16:00まで）
●休館日／展示替え期間休、荒天時 ●入館料／一般1000円
●お問い合せ0279-24-6585 ●http://www.haramuseum.or.jp/
●ＪＲ上越線「渋川駅」から
「伊香保温泉行」バス約15分「グリーン牧場前」下車
関越自動車道・渋川伊香保Ｉ
Ｃより、伊香保温泉方面へ約8km・15分。
■風の景・水の景(仮題) 7/3--8/31

横須賀 カスヤの森現代美術館
竹林に佇む私設の現代美術館。
ヨーゼフ・
ボイスやナム・ジュン・パイクの作品を常設
展示している他、屋外にも展示作品多数。

のりしろ

▼

の
り
し
ろ

静岡県長泉町の丘陵地に広がる自然公園
に、
点在する複合施設。併設するクレマチ
スガーデンには四季折々に花が咲き誇り、
レストラン、カフェも充実している。
●開館時間／10:00-18:00〈4-8月〉
（入館は17:30まで）
●休館日／毎週水曜日
（祝日の場合は営業、
その翌日休）
、年末年始
●入館料／一般 4館共通券3000円（各施設ごと、2館共通、3館共通券もあり）
●お問い合せ055-989-8787 ●http://www.clematis-no-oka.co.jp/
●JR東海道線「三島駅」下車、
北口
（新幹線口）発、
無料シャトルバス利用。
東名高速裾野I.C.よりR246経由、沼津方面へ10Km。
■〈ヴァンジ彫刻庭園美術館〉古屋誠一展Aus den Fugen5/21〜8/31
〈ベルナール・ビュフェ美術館〉フランスのポスター展2010-4/9〜7/13
〈井上靖文学館〉井上靖のふるさと〜全国文学ウォークＭＡＰ〜展7/2〜9/1
〈IZU PHOTO MUSEUM〉時の宙づり-生と死のあわいで4/3〜8/20

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。

■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／2010年7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。

〈ヴァンジ彫刻庭園美術館／ベルナール・ビュフェ美術館／
ビュフェこども美術館／ZU PHOTO MUSEUM／井上靖文学館〉

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！
スポーツウオッチのトップブランドSUUNTOの多機
能トレーニングウオッチt1cを2名様にプレゼント。
■サイズ：43×43×11mm ■重量：48g
■時刻／心拍計／カロリー表示／クロノグラフ／メモリー
3気圧防水／使用温度範囲:−20℃〜60℃
CODEDコンフォートベルト付属

●開館時間／10:00〜18:00
●休館日／月・火曜日、展示替え期間および年末年始
●入館料／一般500円（通常） ●お問い合せ046-852-3030
●http://www.museum-haus-kasuya.com/
●JR横須賀線「衣笠」駅より徒歩12分、
または京浜急行「汐入」駅より
衣笠駅行きバスにて約10分「金谷」バス停下車徒歩５分
横浜横須賀道路で横須賀ICから約5分
■《渦と記憶》能勢伊勢雄・植田信隆 コラボレーション展 6/6-7/25
■ヨコスカ版画の視線 6/4-9/26

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に

0120-206-244

ツ ー バ イシックスにしよう！

●応募締切2010年7月31日必着
●発表は発送
（8月）
をもって代えさせていただきます。
※色調等は写真と若干異なる場合があります。
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。

快適生活情報誌WELL-DO Vol.15 2010SUMMER（夏号） 2010年6月10日発行（年4回発行）
※本誌の写真および記事の無断転載はお断りします。

〒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
Phone 045-453-1551 www.well-do.com

街かどモデルハウス横浜・弥生台

横浜市泉区西が岡1-32-1

