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北欧ステーショナリーセレクション



●透明樹脂なので背景が透けて、
　文字も書き込める付箋。
●1枚サイズ：5色入り（43×12mm）
　　　　　　3色入り（43×20mm）
　　　　　　2色入り（43×31mm）
●各色20枚入り　●各315円（税込）
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愛着とともに、どこか懐かしさを感じさせる――最も身近な道具、文房具。

パソコンや携帯電話などの普及で、机上における主役の座は譲りつつあるものの、

高級ブランドや機能性・デザイン性に優れた文房具が人気を博し、

アイデアやデザインを凝らした新製品も登場し、静かなブームをもたらしている。

文房具には文化や時代が反映されていて、旅先で文房具店を訪れるのも楽しみのひとつ。

今回はそんな魅力ある北欧の文房具を中心にご紹介します。

詳細は裏表紙の
プレゼントコーナー
をご覧ください。

読者プレゼント

机上の

雑学クイズ
知識と勘をちょっと働かせて
ステーショナリー・クイズを
お楽しみください。
全10問（解答は裏表紙☞）
①標準的な日本の鉛筆の
　硬さは何種類？
Ａ・13種類
Ｂ・15種類
Ｃ・17種類
Ｄ・19種類

②現存する日本最古の鉛筆
　は誰が使っていたもの。
Ａ・織田信長
Ｂ・豊臣秀吉
Ｃ・徳川家康
Ｄ・徳川光圀

③実際に販売されていない
　万年筆は？
Ａ・使い捨て万年筆
Ｂ・香り付き万年筆
Ｃ・軸が楕円形の万年筆
Ｄ・1本2000万円の万年筆

④消しゴムの発明以前に
　字消しとして使われていた
　ものは何？
Ａ・粘土
Ｂ・パン
Ｃ・わら（干し草）
Ｄ・ラム革

⑤ホッチキス発明の際、
　そのきっかけとなった
　あるものとは？
Ａ・タイプライター
Ｂ・ミシン
Ｃ・戦車
Ｄ・機関銃

⑥戦時下のノルウェーでドイツ
　抵抗運動のシンボルとして
　使われていた文房具は。
Ａ・万年筆のペン先
Ｂ・ペーパーナイフ
Ｃ・ハサミ
Ｄ・ゼムクリップ

⑦銃刀法第22条によって、
　業務など正当な理由を除き
　携帯が禁止されている
　ハサミの長さは？
Ａ・刃体8cmをこえるもの
Ｂ・刃体10cmをこえるもの
Ｃ・刃体12cmをこえるもの
Ｄ・刃体14cmをこえるもの

⑧カッターナイフやシュレッダー
　が発明された国は？
Ａ・日本
Ｂ・スウェーデン
Ｃ・アメリカ
Ｄ・ドイツ

⑨机（つくえ）の語源は？
Ａ・突く枝
Ｂ・着く恵
Ｃ・付く絵
Ｄ・就く縁

⑩人気キャラクタームーミン。
　その最初の小説は
　何語で著された？
Ａ・ノルウェー語
Ｂ・フィンランド語
Ｃ・スウェーデン語
Ｄ・英語
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北欧ステーショナリーセレクション

The history
      of Stationery

かつては、万年筆と腕時計が大人の象徴であり、入学祝いの定番
だった。手紙文化の衰退とともに、往時の存在感は薄れてしまった
が、昨今のスローライフの時流とともに、万年筆も見直されはじめて
いる。手にしたときの感触と筆跡の美しさは、忘れかけていた肉筆
の良さを思い出させてくれるはずだ。

＊
デンマークの童話作家アンデルセンの生誕200年を記念した、デルタの
世界限定300本のリミテッドモデル。ペン先にはアンデルセンデザインの
図案が刻印されている。コレクター垂涎の逸品。

万年筆

20世紀半ばに登場したボール
ペンは改良や量産化によって、
1970年代以降、筆記具の主流
となった。新たな技術の採用に
加え、形状・構造・材質・デザイ
ン・インクなど多彩なバリエーショ
ンが生まれ、現在もさらに進化し
続ける文房具の人気者。

ボールペン 鉛筆

スウェーデン出身の偉大なハリウッド
スター、グレタ・ガルボ。その生誕100
周年を記念した、エレガントな女性
のためのスペシャルエディション。美
しさと独立心を映し出す洗練された
デザインと優れた書き心地が魅力。

1935年から1964年にかけて、デン
マークでも作られていたモンブラン
の万年筆。ドイツ製とはデザインが
異なるために、ヴィンテージアイテム
としてコレクターの人気だ。また、デ
ンマークにも、かつてPenol（ぺノー
ル）というマイナーブランドが存在し
たが、70年代以降マーキングペン
に移行し、今は製造していない。

デンマークの新進気鋭のプロダクト
ブランド。ジョン・ブラウアーを中心に、
シンプルで斬新な発想で、プロダクト
デザインに新たな一石を投じている。

グレタ・ガルボ・
スペシャルエディション万年筆
●ペン先18金ハートシェイプ　●回転式
●クリップ・リング/プラチナプレート装飾
●プラチナ加工フィッティング・クリップ部分/アコヤ真珠
●105,000円（税込）・ボールペン67,200円（税込）

Special Edition Greta Garbo
　　　　　　〈MONTBLANC〉

Epoca〈Ballograf〉
エポカボールペン
●バログラフ
①Epoca Gripブラック

　819円（税込）　
②Epoca Pスカイブルー

　630円（税込）

③Epoca Chromeブラック

　1,050円（税込）

④Epoca Luxeゴールド

　1,155円（税込）

① ② ③ ④

www.montblanc.co.jp/

Pocket ballpen
〈Ballograf〉
●1,050円（税込）

1945年設立のスウェーデンの老舗
筆記具メーカー。ヨーロッパで初め
てボールペンを制作し世界的に知
られている。使い勝手はもちろん、
シンプルでレトロ感あるデザインが
魅力。スウェーデンの郵便局の公
用ボールペンとして採用されている

「EPOCA」シリーズが特に有名。
www.ballograf.com/

Ballograf〈バログラフ〉

essey〈エッセイ〉 Rapid〈ラピッド〉

スウェーデンのデザイナー、オロフ・
ハンソンによって2006年に誕生した
ノートブランド。グレーの紙面に白の
罫線が配された用紙は、自らの体験
から生まれた画期的なノート。

WHITELINES〈ホワイトラインズ〉

究極のリサイクルステーショナリーを
手掛けているプライベートケース。
書籍やトランプ、レコードジャケット、
カードボード、レザーなどリサイクル
素材を使用した画期的なアイデア
で世界から注目を集めている。
www.privatecase.fi/

PRIVATE CASE
〈プライベートケース〉

スウェーデン生まれの美しく機能的
なステーショナリーブランド。耐久性
と機能性に優れたファイリング製品
を中心に、豊富なラインナップと美
しいカラーリングが特徴。
www.esselte.co.jp/

ESSELTE〈エセルテ〉

テキスタイル、ステーショナリー、雑
貨、書籍など多彩な活動で知られる
スウェーデンのアーティスト。オーガ
ニックでエレガントなデザインは日本
でも人気が高い。

Lotta Jansdotter
〈ロッタ・ヤンスドッター〉

dialog 2 by Knud Holscher〈LAMY〉
ナッド・ホルシャーボールペン
●ラミー　●ボディー/ステンレス×ロジウムコーティング　●回転式
●199,500円（税込）

www.lamy.jp/

斬新かつ秀逸なプロダクトデザインで知られるドイツのラミー社とデンマー
クモダンデザインの巨匠ナッド・ホルシャーのコラボレーションによって生ま
れたボールペンの傑作。

ハンス・ウェグナーのデ
ザインを優れた家具マイ
スターを擁する家具工
房PP Møblerが手掛け
た。シンプルモダンなデ
スクの逸品（1981年）。

子供の頃は慣れ親しんだ鉛筆も
大人になると手に触れる機会が
少なくなる。しかし鉛筆で描いた
文字や絵には、手の感覚を伝え
る独特の温かみが感じられる。
消したり、削ったり…を通して、
同時に物を大切にすることも
教えてくれる。

ノートブック

シャープペンシル 机上小物

ステープラー

Giraffe Stand Set
キリン鉛筆スタンドセット
●首と足に鉛筆5本+顔と体がセットに
　なったディスプレイスタンド。
●1,365円（税込）

Hedgehog Stand
ハリネズミ型色鉛筆スタンド
●Small（小）+色鉛筆24色セット
　6,300円（税込）
●Big（大）+色鉛筆80本セット
　13,650円（税込）

1790年創立のチェコの老舗筆記
具メーカー。どこか懐かしく飽きのこ
ないデザイン・色彩、遊びごころにも
富んでいて、ファンも多い。
www.koh-i-noor.cz/

KOH-I-NOOR〈コヒノール〉

高級家具・リビングアクセサリーで
知られるオーストリアのピッフルイン
テリア。気品あるマットブラックのフ
ォルムとスワロフスキーの輝きがエ
レガントなクリスタルペンシルは、まさ
に珠玉の一本。

PIFFL INTERIEUR
〈ピッフルインテリア〉

4001 pencil〈LINEX〉
製図用シャープペンシル4001

●3,675円（税込）

www.linex.dk/

K1 Stapling Plier
ステープリング・プライヤー K1

●約45×180×95mm・370g
●4,410円（税込）

デンマークの製図用品メーカー。定
規・テンプレートなどを中心に「描く
為の道具作り」にこだわり、プロユー
スの高品質な製品を手掛けている。

創業1936年の歴史を誇るスウェー
デン生まれの世界最大のステープ
ラー（ホッチキス）ブランド。良質の
スウェーデン鋼の採用で耐久性に
優れ、機能的で使いやすい。それで
いてどこか愛着を感じるデザインが、
世界中で愛されている。

www.isaberg-rapid.se/

SKAGEN〈スカーゲン〉

「デザインの美しさと品質の高さは
必ずしも高価である必要はない」と
いう哲学のもと、シンプルでエレガン
トなデザイン、道具としての機能美
を追求し続けている。

19世紀初頭、イギリスで誕生し、日本でめざましい発展を遂げた
シャープペンシル。その機能性と携帯性から、鉛筆の
代用品として1970年代以降、急速に普及した。

LINEX〈リネックス〉

ペンシルホルダー ペンペン
●美しく潰された紙のイメージは、余分な
　ゴミを出さないためのアプローチとして
　デザインされたペンシルホルダー。
●φ105×H100mm・高密度ポリエチレン
●2,625円（税込）

信頼できるオフィス用品を幅広く手
掛けているデンマークの3Lオフィス
プロダクツ。3L Griffitは機能性と立
体的造形美、そして従来の定規の
概念をくつがえす製品として、iF 
design awardやred dot design 
awardに輝いた秀逸のデザインス
テーショナリー。
3lofficeproducts.dk/

3L OFFICE PRODUCTS
〈スリーエルオフィスプロダクツ〉

Playing card notebooks
リサイクルトランプ・メモノート
●リサイクルトランプを使ったメモ帳。
●945円（税込）

PIFFL PENCILS
ピッフル ペンシルズ［全12色］
●各735円（税込）

2005年にデンマークに設立のアー
キテクトメード社。50～60年代のミッ
ドセンチュリーデザインの復刻版を
プロダクトし、常に世代を超えて愛さ
れるデザインを提供している。

ARCHITECTMADE
〈アーキテクトメード〉

北欧の秀逸なコレクションを生み出
しているデザインハウス・ストックホ
ルム。色褪せない新鮮さ、洗練され
たデザインが魅力。

DESIGN HOUSE Stockholm
〈デザインハウス・ストックホルム〉

芸術性を極めた地球儀メーカーで知られる
デンマークのアトモスフィア・グローブメーカーズ。

地球儀の機能性に加え、芸術的な美しさを
併せもち、知的インテリアとしてデスクを

スタイリッシュに演出してくれる。

Duck&Duckling
ハンス・ボーリンのアヒルの親子
●チーク材
●親16,800円/子9,345円（税込）

TID CERAMIC CLOCK
ティド セラミック クロック
●デザイン/Marianne Abelsson
●セラミック
●時計部分φ120×D80mm
●9,345円（税込）

atmosphere Tilt
ティルト（卓上ミニ地球儀）
●マットホワイト
●11×11.5×12cm
●縮尺/1:116000000
●5,250円（税込）

CLOCK 5inch/ WA04
●φ125×D37mm・約0.25kg
●9,975円（税込）

＊シルバー/ブラックの他、温度計や
　湿度計などのバリエーションも豊富。

Small  Notebook
ノートブックA6
●カバーにリサイクルカードボードを使用。

Small slim notebook
LPスリムノート

●カバーにLPジャケットを使用。
●2,730円（税込）

Flowers Journal Diary
日記帳・A5
●各1,133円（税込）

www.jansdotter.com/

www.piffl.com/

大人気の
ダストボックス
BinBinの
リサイズ版。

WHITELINES wire Notebook
ホワイトラインズリングノート
●8mm罫線/5mm方眼・140ページ
●A4/1,260円・A5/840円（税込）

WHITELINES hardwire Notebook
ホワイトラインズリングノート（ハードカバー）
●8mm罫線/5mm方眼・100ページ
●A4/2,940円・A5/2,310円（税込）

　A6/1,680円（税込）www.whitelines.se/

デンマーク製のモンブラン

丸型消しゴム
●φ40mm・168円（税込）

　φ52mm・241円（税込）

　φ70mm・378円（税込）

3L Griffit 
RULER
直定規［20cm/30cm］
●945円/1,155円（税込）

3L Griffit 
SET SQUARE
三角定規［16cm］
●945円（税込）

3L Griffit 
360°Protractor
分度器［360度］
●945円（税込）

世界初のモンキーレンチを開発した
スウェーデンのバーコ社。「スウェー
デン鋼」を採用したギザギザの片刃
が特長で、切れ味に優れ、非常に高
い耐久性を誇る。
www.bahco.com/

BAHCO〈バーコ〉

1649年にフィンランドに誕生したフ
ィスカースは、ハサミの代名詞となっ
たオレンジハンドルで知られるトップ
ブランド。ステンレス鋼を使用し、非
常に軽く、高耐久性・使い勝手と
ともに機能美も兼ね備えている。

FISKARS〈フィスカース〉

BAHCO FS-8 STRAIGHT
バーコ ハンディクラフトハサミ

●全長166mm/刃長75mm
●1,575円（税込）

FISKARS No.5
Micro-Tip Scissors
マイクロティップハサミ
●全長120mm/刃長50mm
●1,890円（税込）

FISKARS Folding Scissors
折りたたみハサミ
●1,050円（税込）

●折りたたみ時サイズ62×31mm

定規

はさみ

ESSELTE 8Pocket Folder
8ポケットA4ファイル
●310×235mm　
●各525円（税込）

●デスクに置いておきたい
　愛嬌あるの顔。

www.architectmade.com/

●チーク材
●Small・7,350円（税込）

　Large・9,450円（税込）

　Cubby・11,550円（税込）

Bird クリスチャン・ヴェデル バード

机上時計

地球儀

www.skagen.jp/

www.designhousestockholm.com/

www.atmosphere-newworld.com/

Atmosphere Globemakers
〈アトモスフィアグローブメーカーズ〉

www.essey.com

Hans Christian Andersen Limited Edition〈Delta〉
ハンス・クリスチャン アンデルセン万年筆
●ペン先18金・サイドレバー式
●ブラック・セルロイド/バーメイル/カゼイン/ダイヤモンド
●199,500円（税込）

ESSELTE 
Contacta Rainbow Marker
コンタクタ・レインボーマーカー

（ケースタイプ）

机
Hans J. Wegnerのデスク

洗練された北欧デザインをピックアップ！ かつては世界有数のス
キーメーカー。木を使用
した人にも環境にもやさ
しい製品づくりでオフィ
スファニチャーでも北欧
のトップブランドに。

Edsbyn〈イエッツビン〉 BoConcept〈ボーコンセプト〉

Centro セントロ［L字］
●W2145×D1800
   ×H650-800mm
●白樺材 他
●135,500円（税込）www.edsbyn.com/

デンマーク語で生活を意味するBo。
暮らす人のスタイルに合わせた柔軟
性のあるコンセプチュアルなインテ
　　リアを世界中で展開している。

Lecco - BZ
ウォールシステム
ファイリングドロワー付
●H745×W1955
　×D1565mm
●239,500円（税込）
●Ferrara チェア
　59,600円（税込）www.boconcept.co.jp/ www.louispoulsen.com/

机上照明

louis poulsen 
AJ テーブルランプ
●Ｈ545mm
●Arne Jacobsen
●92,400円（税込）

LUXO
　〈ラクソ〉

LIGHTYEARS〈ライトイヤーズ〉アーム式照明器具の長年にわたる
ノウハウと人間工学の諸要素を取
り入れ、タスク＆アンビエント照明の
世界水準をリードしている。工業・
医療分野でも最先端をゆく。
LUXO CALYPSO
カプリソ デスクアームスタンド
●H（Max）500×W（Max）750mm
●ブラック/ホワイト
●57,750円（税込）

2005年設立の新進照明プロジェ
クト。革新的ながら妥協を許さない
高品質、光としての美しさ
を併せもつモダンデザ
インを追究している。

Nosy Table ノジー
●L490×H585mm
●ホワイト/ブラック
●81,000円（税込）

Flamingo Table2 フラミンゴ2
●D260×W240×H490mm
●54,000円（税込）

www.luxo.com/ www.lightyears.dk/

atmosphere CAPITAL Q
●30×30×30.5cm　●21,000円（税込）

1795 ● フランスのニコラス・ジャック・コンテが
　　　　粘土と黒鉛を高温で焼き上げ
　　　　鉛筆の芯を作る

1809 ● イギリスのフレデリック・バーソロミュー・
　　　　フォルシュが、軸にインクを貯蔵する
　　　　ペンを発明（特許を取得）

1822 ● 単動式繰り出し鉛筆
　　　　（シャープペンシルの原型）が作られる

1832 ● パーカーが万年筆の
　　　　自動インク吸い取り機構を開発

1881 ● 日本初の鉛筆が作られる

1883 ● アメリカの保険外交員
　　　　ルイス・エドソン・ウォーターマンが、
　　　　毛細管現象を応用した万年筆のペン芯を発明

1915 ● 早川金属工業株式会社
　　　　（現：シャープ株式会社）が
　　　　シャープペンシルの国内製造を開始

1930 ● アメリカの3M社がセロハンテープを開発

1943 ● ハンガリーのラディスラオ・ピロが
　　　　ボールペンのインク漏れを解消し量産化

1947 ● 国産ボールペン販売開始

　　  ● 国産セロハンテープ販売開始

1951 ● アメリカのベット・ネスミス・グラハムが
　　　　修正液を考案

1959 ● 岡田良男（オルファ株式会社創始者）が
　　　　折刃式カッターナイフを考案

1884 ● 日本で万年筆の販売開始

　　  ● 国産ノートの製造・販売開始

　　  ● アメリカのジョン・ラウドが
　　　　ボールペンの原型を発明

1564 ● はじめて黒鉛を用いた鉛筆が登場

1770 ● イギリスの科学者ジョゼフ・プリーストリーが
　　　　消しゴムを発明

文房具＊進化の歴史

アトモスフィア・
グローブメーカーズの
atmosphere Tilt
卓上ミニ地球儀を
5名様にプレゼント。

※記載された金額は国内標準価格です。
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■敷地面積／222.32m2（67.25坪）

■延床面積／122.96m2（37.19坪）

■1階面積／  59.62m2（18.03坪）

■2階面積／  63.34m2（19.16坪）

■構造／2×6工法

●お問い合わせ／ジューテックホーム（株）　      0120-206-244

H o u s e  D a t a

以前のマンション住まいでは、ずいぶん結露に悩

まされたというTさんご夫妻。家を建てる際にまず

重要視したのが、そんな窓まわりの快適性だった。

そして目を留めたのが、標準装備のスウェーデン製

木製3層ガラスサッシ。気密性・断熱性に優れた

機能性、そして結露の悩みから解消してくれるだけ

ではなく、その素敵なデザインにも惹かれたという。

ナチュラルな木枠の窓は、白い外壁の印象的なア

クセントにもなって、外観にシンプルな上質感を与

えている。住宅の開口部分は、快適性とともに外

観の印象においても重要なポイントだ。

結露から解放されて

快適な室内環境を実現。

開放感ある空間づくりは、居住性だけでなく同時

に家族のコミュニケーションを大切にしたいというT

さんご夫妻のライフスタイルを反映したもの。リビ

ングはもちろん、玄関、階段、そしてキッチンの横に

併設させたスタディールームがキッチンから視野に

入る。2階ホールに読書コーナーを設けたり、子供

部屋にはデスクは置かず、スタディールームで常に

親の目が届くように配慮されている。そして家族が

自然に、居心地のいいリビングに集う。開放的な

間取りと空間づくりは、快適さとともに家族の気持

ちもオープンにさせてくれる。

オープンで快適な機能性、

和み空間が家族の絆を深める。

玄関から続く広いリビングは、間仕切りもなく開放

感たっぷりで、木製サッシのガラス越しに見える緑

が心地いい。チェリーのナチュラルな床と白い壁

が誘う上質空間は、家具や照明などとも調和して、

ナチュラルモダンな印象だ。家族が集うリビングと

ダイニングを中心とした空間レイアウト、そして随所

にスペースを有効に活用するための工夫がなされ、

やさしい木の素材感がさらに居住性を高めている。

耐震・耐久性、気密性、断熱性などの住宅基本性

能はもちろんのこと、機能性だけでは計れない「居

心地のいい空間」が住まいづくりに欠かせない。

リビング・ダイニングを中心に

開放感ある空間レイアウト。

白い外壁に木製の3層ガラスサッシが

ひときわ印象的な外観。

機能性重視のナチュラルモダンな室内。

リビング・ダイニングを中心に

巧みにレイアウトされた空間はゆったりとした

開放感に包まれてココロまでも快適に包んでくれる。

家族の和を自然と深めてくれる住まい。

ナチュラルモダンな上質空間が誘う
オープンで心地いい居住環境。

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

東京都 T邸
F u n c t i o n a l  &  C a p a c i o u s l y
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白い壁と木の床でシンプル＆ナチュラルな寝室。
クロゼットもゆったりの収納力。

DN

ホール

スタディー
ルーム

玄関

寝室UP

洋室

リビング
ダイニング

浴
室

洋室

納
戸

あえて南に面した明るい2階の浴室。
洗面室は広々ゆったり、収納スペースも充実。

納
戸

洗面室

バ
ル
コ
ニ
ー

キッチン

ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ

木製サッシが映える白い外壁。リビング・ダイニングから続く
ワイドなウッドデッキには、たっぷりの陽射しが降り注ぐ。

間仕切りのないゆったりとしたリビング・ダイニング。
昼間は採光降り注ぐ大きな木製3層ガラスサッシ。
1階全面に標準仕様の蓄熱式温水床暖房を完備。

1階の洗面・トイレにも
床暖房が設置されている。

ホテルみたい…とお子さんにも好評な子供部屋。
1階のスタディールームを利用するため、あえて机を設けていない。

2階ホールの読書コーナー。子供部屋とつながって図書室感覚。
季節ごとに蔵書も入れ替え。

ブラインドを下げると昼間とはまた違う雰囲気をみせるリビング・ダイニング。
ルイス・ポールセンの照明やリサ・ラーソンの置物など、調和したインテリア。

キッチンに併設されたお子さまたちのスタディールーム。



■作り方
❶卵、はちみつ、カルダモン、塩をボールに入れ
　て泡だて器でよく混ぜる。
❷①に全粒粉とベーキングパウダーを合わせて
　ふるい入れ、練らないようにさっくりと混ぜる。
　Aを加えよく混ぜ、冷蔵庫で約30分休ませる。

スタッフにも恵まれ、主にオペラやバレエ

など舞台を中心に、映画やイベントなど、

様 な々帽子や被り物を手掛けている。

　下重さんにとって、映画とともに欠かせ

ないのが音楽。パティ・スミスを敬愛し、

シャンソンやブラジル音楽をはじめ、自ら

の琴線に触れるものならば、ジャンルを問

わず様 な々音楽に耳を傾けている。自ず

と音楽に関する造詣も深い。LPやCDの

膨大なコレクションを拝見すると、その多

彩な音楽的嗜好が垣間見える。頻繁に

ライブへ足を運んだ時期もあったが、最

近は、好きな音楽でゆっくりとお酒を楽し

むのがいちばんの気分転換だという下

重さん。音楽とモードの世界が大きくリン

クしている昨今、彼女のつくり出す帽子

がどこか自由な印象を受けるのも、様々

なカルチャーを下地にした、その自在な感

性によるものではないだろうか。

　

6

恐れ入りますがアンケートにご協力ください。
［プレゼント応募ハガキ］

■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（　　　　　　　　　　）

■現在の間取りは。
　□1ルーム　□1DK　 □1LDK　□2DK　 □2LDK　
　□3DK　　 □3LDK　□4DK　 □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

ご協力ありがとうございました。2011SP
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個人情報保護シート

個人情報保護シート

75g
2個
小1

帽子の職人下重 恭子さん第15話

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。

茨城県生まれ。
舞台美術の会社でテレビ・映画・イベントの
特殊美術を担当。
帽子の専門学校サロン・ド・シャポー卒業。
2004年・文化庁芸術家在外研修員として
フランス・パリに留学。
現在はオペラ、バレエをはじめ舞台や映画の
被り物・帽子を手掛けている。
Chapeaune代表。
JATDT日本舞台美術家協会会員。

最近の主な舞台の帽子・被り物製作
●しらゆき姫〈新国立劇場・2009/4〉
●シラノ〈2009/5〉
●Kバレエ―ロミオ＆ジュリエット〈2009/9〉
●炎の人ゴッホ小伝〈2010/10〉
●じゃじゃ馬馴らし〈2010/10〉
●十二夜〈Bunkamuraシアターコクーン・2011/1〉
●サド公爵夫人
　〈Bunkamuraシアターコクーン・2011/2〉
●アイーダ〈2011/3〉　他多数

写真左から●工房の棚にところ狭しと並ぶ帽子の木型 ●天井に吊り下げられた自作の型
　　　　　●お気に入りのレコード（パティ・スミス、ジョニ・ミッチェル、マリアンヌ・フェイスフル、ビリー・ホリデイ）●工房の製作風景

北欧のおいしいお菓子⑩ノルウェーワッフル

北欧スイーツキッチン
「蜂の巣」を意味するワッフル。ベルギーが発祥ですが、ノルウェー
でもそれぞれの家庭で異なるレシピがあるといわれる日常的なお
やつです。ここではあっさり仕上げるためにグレープシードオイル
を使いましたが、すべてをバター（型に塗るオイルもバター）にする
と、より本格的な味がお楽しみいただけます。

＊協力／自然焼菓子工房roco

ていた。はじめの頃は人形劇の人形製

作やテレビ、イベントに登場する着ぐるみ

などの特殊美術に携わっていたが、ずっ

と好きだった帽子づくりに魅力を感じるよ

うになって、帽子の専門学校へ通いはじ

める。その傍らで、テーマパークやイベント

の衣裳、小道具など、多種多様な仕事も

こなした。卒業後は舞台関係の仕事を

続けながら、帽子の展覧会やファションデ

ザイナーとのコラボレーションによるファッ

ションショーなど多彩に活動。その後、文

化庁芸術家在外研修員として、一年ほ

どパリへ留学。舞台衣裳の研修活動と

同時に帽子のイマジネーションも得られ、

見識も深められたという。現在は、四人の

　顔の間近に存在する帽子は、いわば

表情の一部。メイクにより近いファッション

なのかもしれない。それだけに既製品で

間に合わせるのはなかなか難しい。下重

さんは帽子の着こなしは風貌やスタイル

に合わせて、その人なりの個性を表現で

きるから魅力的だと語る。そして、似合う

帽子は誰にでも見つかるという。一瞬の

舞台で輝きを放つ――舞台美術として

の帽子とはまた違って、人生の喜怒哀楽

を共にするたったひとつの帽子――そん

なオーダーメイドの帽子づくりにも、もっと取

り組みたいと考えている。工房の一部を

店舗にするために準備中だそうだ。一般

の注文も承けてもらえるようなので、自分

だけのお気に入りの帽子をオーダーして

みてはいかがだろうか。

　ファッションが時代を写す鏡だとすると、

音楽は時代の空気のようなもの。そして

　

彼女の手掛ける帽子は、風にそよぐ花の

ように装いに彩りを与えてくれる。これから

もそんな素敵な帽子が、舞台で、あるいは

街角で、花を咲かせてくれるに違いない。

■材料（ワッフル型3枚分）
・全粒粉
・卵
・はちみつ

小1
少々

小1/4

・ベーキングパウダー
・塩
・カルダモンパウダー

大4
50g
30g
15g

1/4本

・サワークリーム
・溶かし無塩バター
・グレープシードオイル
・ざらめ
・バニラビーンズ

　舞台や映画の小道具として演技に欠

かせない帽子は、キャストの引き立て役

としても重要である。そして記憶に残る

数々の名場面を華麗に演出してきた。

だが自己主張が強いために、洋服の着

こなし以上に難しいとされ、また帽子を抜

きにしてファッションは語れないともいわ

れる。そんな魅力に惹かれ、様 な々帽子

を手掛けている帽子の職人・下重恭子

さん。さりげなく装ったベレー帽も、もちろん

自作。やはり自らの身だしなみにも当然、

帽子はなくてはならないものだ。

　映画好きで、子供の頃から映画に関

わる仕事に就きたかったという下重さん。

気づけば舞台美術の道に足を踏み入れ

ノルウェーのブラウンチーズやサワークリーム、ジャムなどを
のせていただきます。

〈Chapeaune代表〉

住宅の快適性を大きく左右する開口部の気密性・

断熱性。冷暖房効率を高め、結露を軽減し、快適

な室内環境を実現します。

■窓の断熱改修（下記のいずれか）

●内窓設置（二重サッシ）

●外窓の交換

●ガラス交換（複層ガラス化）
＊対象製品／YKK AP「プラマードU」、トステム「インプラス」など。

リフォームに関するご相談・お見積・ご依頼は、
ジューテックホーム（株）へお気軽に！

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

Vaffel

❸型を中火で空焼きし、グレープシードオイルをハケでまんべんなく塗り、
　おたま1杯程度を型の中央に落とし、ヘラを使って生地をざっと縁ま
　で伸ばしたら、すぐふたをする。
❹両面を交互に火にかけ、きつね色になるまで焼く。

窓の断熱リフォーム

住宅の機能性で最も大切な水まわりの設備。快適

でエコな節水型のトイレやお湯が冷めにくい高断

熱浴槽など、最新の設備にリニューアルするだけで

日々の暮らしも、より便利で心地よく。

■水まわりのリフォーム（下記のいずれか）

●節水型トイレ

●高断熱浴槽
＊対象製品／TOTO、INAXなど。

水まわりのリフォーム

安全で安心な住まいの基本が、バリアフリー住宅。

手すりの設置やゆとりある動線の確保など、ちょっと

したリフォームで、快適で人にやさしい住まいに。

■バリアフリー改修

●手すりの設置

●出入口幅の拡張

バリアフリー改修

技術と経験が不可欠なツーバイリフォーム

在来工法のリフォームよりも技術と経験が必要で難

しいとされるツーバイ住宅のリフォーム。ジューテック

ホームでは2×4、2×6など、高機能注文住宅で培っ

た技術と経験を活かし、住宅構造を熟知したスタッフ

が丁寧に対応。様 な々戸建住宅から、マンション、オ

フィス、店舗などリフォーム全般を手掛けています。

＊

ジューテックホームは、高機能注文住宅のノウハウを

活かした高品質なリフォームを納得のコストパフォー

マンスでご提供しています。リフォームのご相談は随

時お受けしています。もちろんお見積も無料。いつ

でもお気軽にご相談ください。

ツーバイリフォーム

この時期に外壁メンテナンスを

これから雨の多い梅雨の時期を前に、ぜひ外壁塗

装をおすすめします。定期的な外壁メンテナンスは、

美観を保ち、永く住まい続けるために、また建物の資

産価値を保つためにも欠かせません。

ジューテックホームの専門スタッフによる外壁チェック（無料）実施中。

エスケー化研
ニュートップレスクリーン使用

●外壁・軒裏・軒天塗装
　（足場含む）
475,000円（税込）
1・2階総面積20坪（66m2）の場合

●屋根塗装
（ただし外壁・軒裏・軒天塗装の
　工事と併用）

99,800円（税込）
屋根面積15坪（46m2）の場合・
5寸勾配まで

外壁チェック・お見積は無料！

外壁塗装

Chapeaune〈シャポーヌ〉
東京都杉並区西荻北3-8-8
Tel/fax.03-6312-6184
shimone.29@t.vodafone.ne.jp
＊帽子のオーダーは電話またはメールにて
　オーダーは10,000円～
　（種類・形状・材質等によって金額は変わります）

この春、エコリフォームがおすすめ！
住宅エコポイントでお得に快適リフォーム。
じめじめとした梅雨や夏の猛暑を前にしたこの時期は、リフォームに最適の季節。
窓まわりの断熱改修、節水型トイレ、高断熱浴槽やバリアフリー改修など、
住宅エコポイント対象のエコリフォームならさらにお得です。
月々の水道光熱費も軽減されるので、お得なこの機会にぜひリフォームをおすすめします。

WELL-DO
Check!

A

外壁塗装
参考例

住宅エコポイントで
こんなにお得！

節水型トイレ
バリアフリー

改修窓の断熱改修

エコ内窓の設置・小
7,000ポイント

節水型トイレの設置
20,000ポイント

手すりの設置
5,000ポイント
出入口幅の拡張
25,000ポイント

＋ ＋

=合計57,000ポイント
　　　　　　　　（57,000円相当）
※バリアフリー改修は1戸あたり上限50,000ポイント
※取得ポイントはエコリフォーム対象商品の一例です。
※「節水型トイレ」と「高断熱浴槽」の住宅エコポイントを取得するには、
　窓の断熱改修をあわせて実施することが必要です。
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〒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.wel l -do.com 

街かどモデルハウス横浜・弥生台

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

4052

横浜支店
承認

料金受取人払郵便

（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

　ジューテックホーム株式会社
　快適生活情報誌ウェルドゥ編集係　行

差出有効期間
平成24年9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（　　　　　　　　　　　　）

ジューテックホーム（株）本社移転と
モデルハウスオープンのご案内。
ジューテックホーム（株）本社移転と
モデルハウスオープンのご案内。

Information ジューテックホーム株式会社は、業務の効率化と、さらなるサービス

の向上を目指し、今年5月に横浜市都築区に移転します。それに併

設するかたちで新たにモデルハウスがオープン予定です。ジュー

テックホームの高機能住宅の快適性を、もっと気軽にご体験いた

だけるよう着 と々準備を進めています。モデルハウスオープンに際

して、オープンキャンペーンも予定しております。詳細は次号

WELL-DO、または随時Webサイトでお知らせして参りますので、

どうぞご期待ください。

●新社屋移転／2011年5月予定

●モデルハウスオープン／2011年8月予定

■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／2011年4月30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、ジューテックホーム株式会社

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。

芸術性を極めた地球儀で知られるデンマークのアト
モスフィア・グローブメーカーズのatmosphere Tilt

（卓上ミニ地球儀）を5名様にプレゼント。
・11cm×11.5cm×12cm・約105g／マットホワイト
・縮尺＝1:116000000

●応募締切2011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。

▼

〈
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線
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↑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］

お役立ち情報

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

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。

横浜市泉区西が岡1-32-1

■詳細・お問い合わせは、ジューテックホーム（株）

　電話（フリーダイヤル）0120-206-244

〈一級建築士事務所〉

理 想 の 住 ま い を カ タ チ に 。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

日本で最も人気の高い画家のひとり、17世紀オランダ絵画の巨匠

フェルメール。しかし、その作品は30数点しか現在では確認されて

いません。そのなかでも2点しかない男性単身を描いた作品のうちの

ひとつ、傑作《地理学者》を中心に、オランダ・フランドル絵画の黄金

期を振り返る展覧会です。フェルメールのほかにもレンブラント、ルー

ベンス、ヤン・ブリューゲルなど同時代を代表する画家の名作95点

が、ドイツ・フランクフルトにある

シュテーデル美術館のコレク

ションから一堂に会します。

シュテーデル美術館所蔵

フェルメール《地理学者》と
オランダ・フランドル絵画展

2011.3.3［木］～5.22［日］
Bunkamura ザ・ミュージアム
●開館時間／10:00ー19:00
　（入館は18:30まで）
　毎週金・土曜日は21:00まで
　（入館は20:30まで）

●開催期間中無休

●入館料（当日）／一般1,500円　
　大学生・高校生1,000円
　中学生・小学生   700円

●JR線「渋谷駅（ハチ公口）より徒歩7分。
　東急・東横線、東京メトロ・銀座線、
　京王・井の頭線「渋谷駅」より徒歩7分。
　東急・田園都市線、東京メトロ・半蔵門線、
　東京メトロ・副都心線「渋谷駅（3a出口）」より徒歩5分。

●お問い合わせ／ハローダイヤル03-5777-8600（8:00-22:00）

●http: / /www.vermeer2011.com/

ヨハネス・フェルメール
《地理学者》

1669年　油彩・キャンヴァス
シュテーデル美術館所蔵

↓机上の雑学クイズの解答↓
①正解C・JIS規格で定めた6B～9Hまで17種類（ただし三菱鉛筆は独自に22種類を販売）
②正解C・久能山東照宮博物館にある徳川家康が所有していたもの
③正解B・香り付きのインクは販売されているが香り付き万年筆は販売されていない。
　　　　 ちなみに楕円形の万年筆はカルティエオーバルサントス万年筆、
　　　　 そして2000万円の万年筆はスイスのカランダッシュ製で世界10本の限定発売。
④正解B・消しゴム以前はパンを字消しとして使っていた。
　　　　 でも現在売られているパンの多くはバターなどの油脂を使っているので消せません。
⑤正解D・自動的に弾を送り出す基本構造がステープラーのシステムにも応用。
⑥正解D・ノルウェー人ヨハン・バーラーはクリップの特許を取得したことに由来する。
　　　　 ゼムクリップを服につけて密かにドイツ抵抗運動のシンボルとしていた。
⑦正解A・刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし刃体の長さ　　
　　 　　が八センチメートル以下のはさみについては、この限りでない。ということで8cm以下。
⑧正解A・カッターナイフは、折る刃式カッターナイフが1959年にオルファ株式会社によって、
　　　　 シュレッダーはMSシュレッダーが1960年に明光商会によって開発された。
⑨正解A・平たい台を四つの枝で支えていたことから、突き枝（ツキエ）が転じたとされている。
⑩正解C・フィンランドのヘルシンキ生まれのトーベ・ヤンソンによって
　　　　 1945年最初の小説『小さなトロールと大きな洪水』がスウェーデン語で著された。

建設中の新社屋
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