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冬

サウナ文化が生活にすっかり根づいているフィンランド。サウナの起源
は約2,000年前に遡ります。小高い丘に穴を掘り、石炉とベンチを置き、
丸太と草で覆った板屋根で囲ったものが原型だといわれています。厳し
い冬に備えるために必要とされた食料貯蔵小屋やスモーク小屋も、
い
つしか沐浴をする場所へと変化してゆきます。熱く焼けたサウナストーン
に水をかけて発生させた蒸気を浴び、
白樺の葉で体を叩いて、発汗を促
しました。白夜の夏と厳しい冬の風土の中で、
日々の健康に欠かせない
習慣として次第に定着していきました。今やごく普通に家庭にサウナが
あり、
フィンランド発のサウナ文化は世界中に広まっています。

長く寒い冬の夜、楽しみのひとつがバスタイム。
ストレスを緩和させ、心地よい睡眠を促し、
デトックス効果も高いお風呂。
そんなバスタイムをより楽しむための
アイデアとお風呂グッズをご紹介します。

Aroma bath

アロマバス
香りはリラクゼーションの大切な要素。呼吸
と肌の双方から芳香成分が浸透して、心身
ともにをリラックスさせてくれるアロマバス。
お気に入りの香りがゆったりバスタイムを演
出してくれます。

Bath salt

Lighting

アロマバスの方法

バスルームのライティング
清潔感や安全性の面からバスルームには、
ある程度の明るさ
が必要ですが、
やはりリラックスできる照明も求められます。そこ
で有効なのが、明るさを調節できる調光システムや多光源照
明です。浴槽でリラックスする際には、照明を暗めに落として、
たとえば、
バスライトなどの補助照明を活用すれば、
浴室がいつ
もと違うリラクゼーション空間に生まれ変わります。

浴槽にエッセンシャルオイル入れます。
（2〜6滴くらいが目安）
入る前によくかき混ぜます。

バスライト
LEDを使ったバスライトは、据置タイプや浴槽に
浮かべるタイプなど、
ライティング重視のものか
らキャラクターアイテムまでデザインもさまざま。

●Badeanstaltenバーデンスタルテンバスソルト

リラクゼーション効果の高い香り

冬の

入浴の基本

1

ぬるめのお湯で
ゆったり
熱いお湯が恋しい季節ですが、
湯温設定は38〜40℃が理想。
カラダの芯まで温まって、
ぬるめのお湯は
お肌の負担も軽減します。
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●ラベンダー
（フローラル＆フレッシュ、穏やかな気分に）
●ローズゼラニウム
（ほんのり甘くやさしい香り、
スキンケア効果）
●カモミール・ローマン
（深いフルーティーな香り、安息効果）
●マジョラムスイート
（温かみのある香り、
ストレス緩和）
●クラリセージ
（甘く深みのあるフレッシュな香り、鎮静効果）
●ベルガモット
（柑橘系のフレッシュ＆フローラル、
ストレス緩和・高揚効果）
●ローズ（甘く優雅な深みのある香り、
やすらぎ感）
●ネロリ
（さわやかでフローラルな深みのある香り、
やすらぎ感）
※敏感肌の方は、
キャリアオイル（ホホバオイル、
オリーブオイルなど）
や牛乳、蜂蜜などで希釈するか、重曹、天然塩と混ぜて
お湯に加えてください。エッセンシャルオイルの種類によっては、刺激性の強いものもありますので注意が必要です。
ご使用に際しては専門家にご相談ください。

Bath fizz

3

水分補給をしっかりと
入浴の前後には欠かさず
水分補給を。
また急激な温度変化は、
血管に
負担をかけるので危険です。
脱衣所と浴室の温度はともに
22〜24℃が理想です。

バスフィズ

←ラップにくるんで
茶巾絞りの要領で
形にしたもの

肌の保湿を考える
お湯がやわらかくなって、
肌への刺激が少なく保湿性
のある入浴剤がおすすすめ。
必要な皮脂まで流してしまわ
ないよう、
洗い過ぎにも注意。

ナチュラルで洗練された
北欧発のバスアイテムのご紹介

手づくりバスフィズの材料
・重曹
・クエン酸（パウダー）
・片栗粉
・グリセリン
・お好みのエッセンシャルオイル

シュワシュワとはじける炭酸ガスの音と、
アロ
マの香りが心地いいバスフィズ。いろいろと
市販されていますが、
ぜひ手づくりしてみま
しょう。比較的簡単に作ることができ、安全
な材料だけを使っているので安心です。

バスソルト
保湿・血行促進・発汗・肌の引き締め効果
など、天然塩には様々な美容・健康促進作
用があるといわれています。岩塩や海塩を
ベースに、香りや色をブレンドした様々なバ
スソルトが出回っていますので、
お気に入り
を探してみてください。塩とドライハーブ、
エッ
センシャルオイルなどの材料でオリジナルの
バスソルトも簡単につくることができます。

照明を調光する
〈調光アダプタ〉
と、調光をコント
ロールするリモコン機能、
それにアロマ機能を搭
載した
〈バスライト〉
をパッケージ。お使いの照明
器具の電球と調光アダ
プタを取り替えるだけで、
その日から浴室がリラク
ゼーション空間に。

作る際の注意
200ｇ
90g
45ｇ
適量
20〜30滴

手づくりバスフィズの作り方
❶重曹、
クエン酸、
片栗粉をボウルでよく混ぜる。
❷それにグリセリンとエッセンシャルオイルを少し
づつ（入れ過ぎに注意）加える。
❸全体がなじんでまとまってきたら好みの型で抜
いて、1日ほど風干しする。

Badeanstalten

※型から取り出す際は壊れやすいので丁寧に。
型からはずれない場合は、
すこし時間をおいて。
※グリセリンの代わりに精製水でも可能ですが、
水分を加えると発泡してしまうのでごく少量づつ、
加え過ぎには十分注意。
※天然塩を加えたり、
ハーブパウダー、抹茶、
フルーツ
粉末、紫キャベツ
（グリセリンにつけて抽出）
などで
色づけも可能。ただし塩分が浴槽を傷めたり、変
色させる恐れもあるので、循環式浴槽の場合はとく
に注意が必要。
※密封して冷蔵庫などで保存してください。
（1ヶ月程度は保存できます）

バスルーム
ライティングシステムLx.

防水MP3プレーヤー

●Badeanstaltenバーデンスタルテンバスソルト
500g 2,940円（税込）
www.badeanstalten.com/

・9,975円（税込）
・Noritz Electronics Technology
www.shop-clubnoritz.jp/

・φ78mm×183mm・約300g・10,500円（税込）
・ノーリツエレクトロニクステクノロジー
www.n-et.co.jp/jt/

Herbal bath

Bathplanetarium

juke tower

浴室が満天の星空に早変わり、
湯舟に花々
が投影される
〈バラ風呂〉
とマンタがゆったり
と泳いでいる様子が映し出されるブルーの
〈深海〉
イメージもパッケージされ、気分に合
わせて変えられます。

機能性を追求したユニットバスにも、
よりく
つろぎ感を求めてミストサウナやジャグジー
機能など、
リラクゼーションを付加した製品
もいろいろと登場してきました。さらには、
リ
ゾート感覚たっぷりの本格的なホームジャ
グジーや家庭用サウナもさまざまなタイプ
が登場しています。

ジュークタワー

バスタイムに音楽や映画・
ドラマ・スポーツ番
組を楽しむという人が増えています。防水機
能が付いたワンセグ対応「お風呂テレビ」や
ポータブル防水DVDプレーヤーが発売され、
機能面の充実に加え、
お手軽感から、
お風呂
の定番アイテムになりつつあります。バスタイ
ムの過ごし方も多様化し、
もはやお風呂も、
リ
ビングの一部といえるのかもしれません。
お風呂で使える防水性を備えたワンセグテレビ。
大きく見やすい5v型液晶、
シーンに合わせてバック
ライトの明るさを自動調整。
メリハリのある映像で見やすく、
お風呂でも映画や
スポーツの迫力を
存分に楽しめます。

ポータブル
ワンセグテレビ
ビエラ・ワンセグ
SV-ME850V

・高さ91.5mm×幅166mm×奥行き23.8mm
・約296g・カラー／ブラックとホワイトの2種類
・オープン価格・Panasonic
panasonic.jp/viera-1/

読者プレゼント

お手軽リフォームで

ハーブバス

バスキャンドル

フレッシュハーブでもいいのですが、簡単に
入手可能なドライハーブを使って、
ハーブバス
のナチュラルな香りを試してみましょう。

湯舟に浮かべるバスキャンドル。浴槽の中
で揺れる炎が水面に映えて、幻想的な世
界を作り出します。いつもとは違う光と香り
が癒しの空間へと誘います。

ハーブバスの方法
木綿の布袋
（サシェ）
等にドライハーブ
（約30g）
を
入れて、
中身が出ないように紐などで口を閉じる。
鍋で沸騰させた500〜800ccの熱湯にハーブの
袋を入れ、20〜30分置いたものを袋ごと浴槽に
入れる。直接浴槽に入れてもかまいませんが、
そ
の際早めに入れて、
手でよくもみほぐしてください。

ぷかぷかバスキャンドル（全12種類）

バスタイムのリラクゼーションは、
まずは快適なバスルームから――。
WELLリフォームが快適な
リフォームプランをご提案します。

快適バスルームに！

バスルームをリビングのように明るく、
解放的な空間にしたい…

ホームスター スパ

INAX・スイートルーム

曲線美を描く純白の浴槽に、
優美な輝きを放つシャワー水栓。
選び抜かれたアイテムが、
ふりそ
そぐ光に照り輝き明るく豊かな時
間が生まれます。

Bath candle

デザイン性の高い全69種のテイストの
バリエーション。
●自由度の高いプランニング
●気泡浴槽・
あわリズム
●デザイン性の高い
インテリアアイテム

木の風合いがあたたかい、多機能バスルーム。
●ぷかぷかバスキャンドル（ピーチ）

他に、
オレンジ、
シトラス、
フォレスト、
アクアマリン、
ラベンダー、
バニラ、ライム、
ローズ、
ユズ、
グリーンティー、
ヒノキ

HÅKANSSON

Jokipiin Pellava

Iris HANTVERK

昔ながらの製造方法でハンドメイドソープを中心
としたバスグッズを手掛けているバーデンスタル
テン。100％植物性のオイルなど合成成分を
一切使用せず、
環境に配慮した商品が特徴。

肌に優しいマイルドなbliwのハンドソープ。フィン
ランドのアパレルブランド〈nanso〉のパッケージ
デザインがバスルームをオシャレに演出します。

スウェーデン出身カタリーナ・ホーカンソンが手掛
けるスキンケアブランド。マドンナなどセレブリティ
に愛用され話題を呼んでいます。
肌の栄養補給
とリフレッシュに重宝するビタミンスプレーはスキ
ンケアアイテムとしてオールシーズン活躍。
シン
プルで機能的なパッケージ
がインテリアとも好相性。

良質なリネン製品を手掛けるフィンランドのヨキ
ビイン・ペラーヴァ。化学処理をいっさい行わず、
パイル部分は麻100％
（基布部分は綿100％）
で
非常に優れた吸水性とナチュラルな風合いが心
地いいリネンテリー。快適なお風呂あがりを演出
するこだわり派の逸品。

スウェーデンのイーリス・ハントヴェルクのキュート
なアヒルのボディブラシ。肌に心地いい馬毛と
天然木を使用し、職人の手仕事によって丁寧
に作られています。他にフェイスブラシ、
ネイルブ
ラシ、
キッチンや掃除用など種類も豊富。

・キュウリ、
キウィ、
ローズマリー、
パッションフルーツ、
ローズ、
オレンジブラッサム全6種
・150ml・各4,725円（税込）
www.hakanssonskin.com/

● 質感豊かな天然石やタイルを組合せた

ELEGANT 02

・高さ7cm×φ8cm・燃焼時間／約6時間
・各787円（税込）
・キャンドルワールド オンラインショップ
www.candleworld.co.jp/

bliw

ホーカンソンビタミンスプレー

詳細は裏表紙のプレゼントコーナー
をご覧ください。

・7,140円（税込）
・セガトイズ
www.segatoys.co.jp/homestar/spa/

ブリューハンドソープ

www.bliw.se/

サウナ＆ジャグジー

浴室用プラネタリウム
HOMESTAR Spa

バーデンスタルテンハンドメイドソープ

・150ml
・各945円（税込）

Sound&Visual
お風呂で音楽を楽しむために必要な要素を、
コ
ンパクトボディにギュッと詰め込んだjuke tower。
USBメモリに保存したMP3データで音楽を楽し
める防水デジタルオーディオプレーヤーです。
素敵なデザインも魅力。

プラネタリウム

Sauna&Jacuzzi

防水オーディオ＆ビジュアル

バスルームライティングシステムLx.

●重曹（炭酸水素ナトリウム）
→肌をきれいにする作用、浴槽の洗浄にも。
●クエン酸
→抗菌・消臭効果、浴室のカビ対策にも。
●グリセリン
→肌の軟化作用・保湿効果

どうぶつ型で抜いたもの→
（お子様とつくる際におすすめ）

・100g・各1,050円（税込）
www.badeanstalten.com/
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フィンランド発祥のサウナ

肌を清潔に保ち、冷えたカラダを温めるだけでなく、

の

ゆ
っ
た
り
バ
ス
タ
イ
ム
︒

Relaxing Bath time!

麻テリータオル（ヨキビイン・ペラーヴァ）

イリス・ハントバークボディブラシ

・バスタオル
15,540円〜（税込）
・フェイスタオル
5,040円〜（税込）

・ボディブラシ
アヒルS
4,830円（税込）
・ボディブラシ
アヒルL
5,880円（税込）

www.jokipiinpellava.fi/

www.hantverk.iris.se/

インテリアトレンドであるウォルナット
の木目柄を再現したノーブルウッド
柄をアクセントパネルに採用。
自然の風合いが心地いい。
●酸素美泡湯

●スゴピカ素材●W節水シャワー
●真空断熱保温浴槽
●浴室まるごと断熱仕様●ライ
トタッチ水栓
●すっきりフラッ
ト設計●おそうじラクラク
●ナノイー暖房換気乾燥機
●マイクロバブル浴室洗浄

上記プランのほか、最新設備と多彩なリフォームプランを納得のコストパフォーマンスでご提供しています。
無料お見積・ご相談・ご依頼は、WELLリフォームまでお気軽に！ ■フリーダイヤル0120-206-244
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我Lが
家
の
快
適
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日和
緑の芝生との相性もいい
白とブラウンの外観。
長いアプローチが
ゆったりとした佇まいを感じさせる。

Leisurely & Brightness
山梨県

広い緑の芝生とウッドデッキ。楽しいバーベキューをゆったりと演出。

I邸

2階ホールには造り付けの本棚を設置。親子のコミュニケーションの場に。 吹き抜けのリビング・ダイニングは開放感たっぷり。
子供とのコミュニケーションを大切にするIさんの希望で、
ダイニングに隣接させて階段を設けた。

木の風合いに包まれた明るい開放感、
ゆとりの空間レイアウトが邸宅感を醸し出す。
寒暖の差が激しい盆地性の気候にもかかわらず
一年を通じて快適な室内空間。

門扉からゆったりと長いアプローチの先に
シンプルなブラウンとホワイトの外観がゆったりと佇む。
木製3層ガラスサッシ、
ウッドデッキ、
ウッドバルコニーなど
ナチュラルな雰囲気と相まって
庭の芝生とのコンビネーションが邸宅感を醸し出す。
室内空間は木の風合いに包まれ、
快適性にこだわった充実の機能と
ゆとりの空間レイアウトが誘う心地いい住まい。

夏の猛暑と冬の厳しい冷え込み――寒暖の差が

建物は、夏の猛暑や熱帯夜からも解放され快適

激しい甲府盆地という立地あって、
建物の気密性・

そのもの。1階全面に施された蓄熱式温水床暖

断熱性・遮熱性などの住宅性能は不可欠だった

房によって、底冷えの冬の寒さでも室内は快適な

と語るIさん。2×6工法によって壁面や屋根はも

暖かさに包まれている。さらに24時間換気システ

ちろん、木製3層ガラスサッシを採用し開口部の気

ムによって、常にクリーンで衛生的な空気環境が

密性・断熱性にも優れたジューテックホームの

保たれている。

ゆとりの空間レイアウトによる
採光あふれる開放感。

わがままを叶える自由度に
コストパフォーマンスも重視。

ウォーク
イン
クロゼット

吹
き
抜
け
DN

主寝室

設計段階でまず重視したのが、
「明るさと空間の

多忙な時間の合間を使って、一年を掛けてじっく

ひろがり」だった。窮屈なつくりにはしたくなかった

り家づくりに取り組んだIさんご夫妻。住宅性能は

ゆとりある空間づくりを大切にして
というIさんは、

当然ながら、細かいところにまで、
こだわりを叶えて

いる。そして白とナチュラルな木の風合いを活かし

くれるジューテックホームの家づくりに満悦のご様

た内装によって、
さらに明るい開放感をつくり出し

子だ。木を贅沢に使用し、
ゆとりをもたせた間取り

ている。とくにLDKが一体となったワイドな空間は

や作り付けの家具を設置したり…。設計段階から

、吹き抜けや高窓とも相まって、
ゆったりとした広

ひとつひとつ希望どおりの住まいがカタチになっ

がりを感じさせる。玄関や2階ホールや各部屋もそ

ていった。そんな自由度の高い家づくりにも関わら

れぞれに空間を広くみせる工夫がなされ、
コミュニ

ず、
コストパフォーマンスにも満足のIさん。邸宅感

ケーションを大切にするIさんご家族ののびやかな

漂う心地よさは、
そんなこだわりとゆとりある住まい

暮らしを支えている。

づくりによって実現した。

納
戸

ホール

洋室

洋室

バルコニー

洗
洗
面

浴
室

ダイニング
UP

キ
ッ
チ
ン
冷

和
室

リビング
玄関

ウッドデッキ
テラス

白と木のナチュラルカラーで
明るく開放的なキッチン。

House Data
■敷地面積／392.21m2（118.64坪）
■延床面積／155.15m2（46.93坪）
■1 階面積／ 89.43m2（27.05坪）
■2 階面積／ 65.72m2（19.88坪）
■構造／2×6工法

奥にシュークロゼットを設けた、
すっきり・ゆったりの玄関。
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断熱性に優れたスウェーデン製の木製3層ガラスサッシ。
170度回転するのでお手入れもラクラク。

●お問い合わせ／ジューテックホーム
（株）

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 ●もちろん自宅も、
自らの設計・デザインによるもの ●イタリア・サルディニア島の置物
（左）
と自らの作陶による花器
（右）

●坂下さんのライフワーク、
スケッチの作品 ●敬愛するカルロ・スカルパのデザインによるブリオン・ヴェガ墓廟

「住宅をデザインする際、
そこには作

第14話 建築デザイナー
〈一級建築士〉

1966年 福岡県生まれ
1990年 芝浦工業大学建築工学科卒業
1992年 同大学大学院修士課程修了
斉藤裕建築研究所、
（有）
空間設計社での修行を経て、
1997年 坂下建築研究所設立。
2002年 一級建築事務所エスアーキテクツ
に改名。
パートナーシップを組み、埼玉（さいたま市）
と千葉（松戸市）に事務所を構え、住宅から
店舗まで幅広く設計活動を行っている。
http://www.es-archi.com

休日も家で過ごしたくなる…。そして知人

品づくりという意識はありません」
と坂下

陶芸に身をおき、
気ままに雑貨・家具屋

を招待したくなる…。そんな居心地のい

さんは語る。中心には常に人がいて、
住

をめぐり、
心惹かれる映画を観たり…もち

い住まいが、
これからも多くの人々の暮ら
しを支えてゆくことだろう。

まう人の想いを引き出し、
カタチにすること

ろん家族と過ごす余暇の時間も。そんな

住み心地を大切にした洗練されたデ

ヨーロッパへの憧れは幾度もひとり旅を

が坂下さんの理想とする住まいづくりだ。

日常の諸々が、
自由な発想や豊かな感

ザイン――建築デザイナー・坂下兼三さ

経験するうちに、
「イタリアで暮らしてみた

暮らす人がいて完成にいたるという発想

性の支点となって、
家をカタチづくる作業

んの手掛ける住まいには、
常に人を中心

い」
という強い願望へと変わった。そして

で手掛けられた住まいは、
暮らしてみるこ

に活かされる。
ヨーロッパでは早くからデ

とした心地よさが感じられる。そこには住

大学卒業後に建築設計事務所勤務を

とでさらにその良さがわかる。そんな住人

ザインという発想が建築やプロダクツに
取り入れられ、
デザインが生活のなかに

宅のデザインは暮らしの器でなければな

経て、再びイタリアはフィレンツェの人と

の目線に立った満足度の高い住まいだ

らないという強い想いがあるからだ。あく

なった。根っから描くことが好きな坂下さ

から、
人づてに依頼を請けることが多い。

浸透している。
日常の生活そのものを楽

までも主役はそこに住まう人であって、
建

んは、
建築の勉強もさることながら、
時間

自らも二人の子供の親として、
家庭環境

しむという発想は規格にしばられた既製

物はそれを支える役割でなければならな

をつくっては街並みをスケッチして歩いた

においても住まいの設計・デザインが大

品からは生まれ得ない。坂下さんの描き

いという考えだ。

という。描くことによって、
モノと真摯に向

切だと再認識した坂下さん。当然ながら

出した住まいには、
楽しく充足感を与え

家具デザイナーの父親の影響もあっ

き合うことができる。それは「ものをよく見

ダイニングやリビングなど、
家族が集う場

てくれるデザインの仕掛が随所に垣間

て、
幼い頃から美術に目覚め、
絵やデッサ

るために描き、
描いているとそのものが私

所は特に重要だ。住宅のデザインは単な

みられる。

ンを描いていたという坂下さん。人一倍、

に教えてくれる」
と言って膨大なスケッチ

る表現ではなく、
暮らしを支える空間づく
りだという強い想いが伝わってくる。

人生において、
最も高価な買い物だと

独立心旺盛な少年のイマジネーションは

を残したカルロ・スカルパのスタイルとも相

やがて建築の世界へと向けられる。
イタ

通じる。
住まいを描き出すこと――つまりは

気持ちはいつも自由でありたい――

満足度の高い住まいをつくりたいと語る

リアの建築家カルロ・スカルパに傾倒し、

建築デザインの原点なのかもしれない。

という坂下さんは、
仕事も趣味においても

坂下さん。仕事の疲れを癒してくれる…。

A E S T H E T I C

A RC HIP E L A G O
高機能オーダーメイドデザイン住宅
アーキペラーゴ
2010年12月始動

坂下 兼三さん

自由な感性を大切にしている。絵を描き、
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いわれる住宅。だから住まう人と一緒に

坂下兼三さんのデザインと
ジューテックホームの住宅性能を融合させた
デザイン住宅の新ブランド
ARCHIPELAGOが2010年12月始動。
詳細は下記をご覧ください。

スタイルと快適性の融合から生まれた
デザイン住宅の新しいカタチ
〈アーキペラーゴ〉
。

□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
■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）
■高性能住宅ジューテックホームの資料、
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
2011W

F U N C T I O N A L
建築デザイナー

ご協力ありがとうございました。

インテリアコーディネーター

多島海または群島を意味するARCHIPELAGO
〈アーキペラーゴ〉
。街並みという都市の海で、
際立った輝きを放つ――
そんな珠玉の住まいをコンセプトにした快適オーダーメイドデザイン住宅です。快適性を極めたジューテックホームの
ノウハウと技術力を礎に、
建築デザイナーやインテリアコーディネーターとのコラボレーションによる上質の快適空間。
美しさと高い居住性能を併せもつ、
これまでにない極上のラグジュアリーへと誘います。

お客さま
施工管理者

構造技術スペシャリスト

大切にしたい安心感と自由度

卓越した感性と技術を結集

最高品質と快適性の追求

高い満足度と安心感

従来は建築家のプランをハウスメーカーが施工する
という、独立分業化したスタイルが一般的なデザイン
住宅。
しかし、居住性能が軽視されがちなため、快適
性において問題も生じています。ARCHIPELAGO
は建築デザイナー、
インテリアコーディネーター、構造
技術の専門家、ハウジングディレクターが、
プランニ
ングから施工まで一貫した協力体制で取り組むこと
によって、快適性をも満たした住まいづくりを実現。
感性・知識・経験を活かした安心で自由度の高い住
まいづくりで、
お客さまのご要望にお応えします。

優美でスタイリッシュなだけではなく、住まう人に心地
いい設計・デザインでなければ快適な住まいとは言え
ません。
ライフスタイルや住まう人の想いを、
設計・デザ
インに昇華させることで導き出される理想の住まい。
各分野のスペシャリストによる綿密なディスカッション、
そこから導き出される上質なデザイン。卓越した感性
と長年にわたり培ってきた高い技術を結集し、
理想の
住まいを実現します。

従来のデザイン住宅において、
軽視されがちだった住
宅性能にも、妥協のないクオリティを追求。高耐震・
高耐久、気密性・断熱性などの住宅の基本性能は
もとより、設備・素材のひとつひとつにまで、品質とい
う点にこだわり、住まいを内なる視点から見つめてい
ます。また、
インテリアや照明なども、
インテリアコー
ディネーターが対応。ARCHIPELAGOは、
すべてに
おいて上質な住まいづくりを目指しています。

建築資材専門商社ジューデックグループの利点を
活かした素材・設備の調達力、
アフターメンテナンス
や各種保証制度など万全のサポート体制、
そして納
得のコストパフォーマンス――すべてにおいて最上
級の品質を追求し、最高の満足とともにお届けした
い。それがARCHIPELAGOの理想とする住まいづく
りです。
こんな住まいづくりをお考えの方におすすめします。
●住まいに強いこだわりがある
●デザインだけでなく、機能性・快適性も重視したい。
●ライフスタイルを活かしたデザインにしたい。
●インテリアとの調和も考慮したい。
●品質には妥協できないがコストが気になる。
●設計から施工、アフターメンテナンスまで安心感は大切だ。
ARCHIPELAGOに関する詳細ならびにご相談・
ご依頼は、
ジューテックホーム（株）へお気軽に！

0120-206-244
フリーダイヤル
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■現在の間取りは。
□1ルーム □1DK
□1LDK
□3DK
□3LDK □4DK

個人情報保護シート

坂下さんの仕事風景

ツ ー バ イシックスにしよう！

ハウジングディレクター

個人情報保護シート

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子⑨ クランセカーケ

Kransekake

「クランセ」は 輪 、
「カーケ」は ケーキ で、文字どおり輪を積み上げ
て作ったノルウェーのケーキ。アーモンドプードル、砂糖、卵白をたっぷ
りと使った生地を、少しずつサイズの違う輪の型に絞り出して焼き、
大きいものから小さいものへ、下から順に積み重ねます。ノルウェー
ではお祝い事には欠かせないケーキです。

■材料（クランセカーケ型18個分）
・アーモンドプードル 250g
〈メレンゲ用〉
・きび砂糖
250g
・卵白
5個分
・薄力粉
大2と1/2
・きび砂糖
30g
■作り方（きれいに仕上げるために専用型の使用をおすすめします）
❶型に溶かしバターを塗り、
強力粉を振って余分な粉をはたく。
❷卵白に砂糖を加えて角がピンと立つまで泡立てる。
❸振るったアーモンドプードル、
きび砂糖、
薄力粉を加えて、
ヘラで混ぜ合わせる。
（すくった際に、
ゆっくりポタリと落ちるくらいまで）
❹1cmの絞り口をセットした絞り袋に③を入
れて、型の円型にあわせて絞り出す。
❺200℃で約7分、
150℃で約7分、
きつね色
になるまで焼く。
❻冷めたら型からはずし、
大きい輪から順に
クリスマスの際には、
アイシングや生クリームでデコレーションしたり、 クランセカーケ型（6枚セット）
積み重ね、
リボンなどで飾り付けする。
オーナメントを添えたり、
クリスマスらしさを演出します。
＊協力／自然焼菓子工房roco
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