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Weekend Hiking   Autumn
瑞牆山

週末ハイキング案内

AUTUMN-2012 Vol.244%.s[$快適生活情報誌

将来を見据えた資金計画を！

戸建住宅の修繕積立プラン

WELL-DO Check!!
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北欧音楽風景♪
The Scandinavian Music Scenes♪

Drakskip フィドル&
ニッケルハルパ・プレイヤー
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北欧の音楽とともに…。
コーヒータイムにぴったりな
ARABIA  PARATIISI
カップ＆ソーサーをペアで3名様にプレゼント！

読者プレゼント！

詳しくは裏表紙のプレゼントコーナーをご覧ください。
ご応募お待ちしております。

爽
　　　　　　　　　　　北欧の音楽といえば、シベリウスやグリーグなどの北欧クラシック、80年代以降世界を

　　　　　　　　　　席巻したスウェディッシュ・ポップが広く知られていますが、それはほんの一面に過ぎません。

　　　　　　　　伝統音楽からジャズ、ラテン、エレクトロ、ロックまで、奥深さとジャンルを超えた多彩な広がり

　　　　　 を持っています。そんな魅力溢れる北欧音楽の世界へ、選りすぐりの音を求めて出掛けてみましょう。

ピアニスト、ハーモニウム奏者、そして作曲、アレンジ、プ

ロジェクトなどフィンランド伝統音楽の第一人者。伝統音

楽からジャズやクラシック、タンゴなど多方面でフィンラ

ンドの音楽シーンを牽引する。

Timo 
Alakotila
ティッモ・アラコティッラ

Ambra
Maria Kalaniemi 
& Timo Alakotila
2001
ピアノとMaria Kalaniemiの
アコーディオンによる超絶デュオ。

フィンランドが誇る、最高の女性アコーディオン奏者。伝

統的な旋律にフォーク、タンゴ、ミュゼットと言った様々

なエッセンスをちりばめ、叙情的ながらも、伝統だけに

縛られない軽やかな疾走感が魅力。

Maria 
Kalaniemi
マリア・カラニエミ

Ahma
Maria Kalaniemi & Aldargaz
2005

自在のテクニックとアンサンブルが
奏でる独自のサウンド。

デンマーク伝統音楽の中心的人物で実力派フィドラー。

凛とした麗しさで心揺さぶるフィドルの音色。作曲・プロ

デュースでも才能を発揮し、ギタリストHoirupとのデュ

オ〈ハウゴー＆ホイロップ〉は日本でも人気を博した。

Harald 
Haugaard
ハラール・ハウゴー

Burning Fields
2010

北欧トラッドの実力者たちが集結。
傑作1stソロ・アルバム。

北スウェーデンをルーツにもつ笛（フルート）奏者。ル

ネッサンス音楽やジャズにも精通。独自の世界観で知ら

れているトラッドバンドGjallarhornのフルート奏者でも

あり、様々なプロジェクトやユニットで活躍している。

Göran 
Månsson
ヨーラン・モンソン

Monモン～曾おじいちゃんの庭
2006
ヤァラルホーンのper奏者
Petter Berndalenがゲスト参加した
伝統音楽への愛情にあふれる
軽快でしっとりした一枚。

フィンランドの伝統声楽とカンテレで構成されたカル

テット。口承叙情詩集（Kanteletar）の古い詩に、伝統音楽

をベースとした様々な音楽のエッセンスを加味した

POP感覚が魅力。一度耳にすると離れないハーモニー。

Loituma
ロイツマ

Things of Beauty
2006

伝統音楽への愛情にあふれる
軽快でしっとりした一枚。

デンマーク領フェロー諸島出身のラジカル・トラッドグ

ループ。Anna Katrin Egilstrødのコケティッシュで印象的

なVo.を中心に、伝統楽器とエレクトリックなビートで

ジャンルを超越した神秘的・不思議な世界観で表現。

Koder På Snor
ワタリガラス－神々の夢物語
2010

トラディショナル＋プログレッシブ、
斬新なサウンドで織り成す
2ndアルバム。

フィンランドのユニークなハーモニカ・カルテット。北欧

伝統音楽からクラシックの定番、フィンランドタンゴ、ロ

シアントラッド、ハウルの動く城の主題歌まで、ありとあら

ゆる音楽をハーモニカで奏でる。

Sväng
スヴェング

Jarruta
ヤルゥータ～気楽にいこうぜ
2008

軽快でグルーヴィなリズムから
哀愁漂うメロディーまで独特で
バラエティに富んだ構成。

アラン・ボッチンスキー(tr)、ベント・アクセン(p)を中心

とした当時のヨーロッパの精鋭プレイヤーを結集した

ディニッシュ・ジャズ創世記の最高傑作。クールでダイ

ナミックさを併せ持つバップナンバーは秀逸。

Jazz Quintet'60
1962
研ぎ澄まされたキレ味と
哀愁を滲ませるブルージーな
鮮烈ハードバップナンバーは、
ヨーロッパジャズ黎明期の
最高傑作（限定復刻）。

スウェーデン・ジャズ界の巨匠サックス・クラリネット奏者。

透明感のある甘美な音色、知的なフレージング、独特の

スイング感で多くのファンを魅了した。スウェーデン楽曲

の牧歌的要素を加味した個性豊かな作品を残している。

Arne 
Domnerus
アルネ･ドムネラス

Jazz at 
the Pawnshop, Vol. 1
1976
ストックホルムのクラブの雰囲気
そのままに。最高のジャズライブ盤。

スウェーデンが誇る伝説的シンガー。ビル・エヴァンス、

ルイ・アームストロングをはじめ、ジャズの大御所たち

と数々の競演を果たした。やわらかな深みのある声と

表現力が秀逸。女優としても活躍した。

Monica 
Zetterlund
モニカ・ゼタールンド

Waltz for Debby
1964

包み込むような表現力が光る、
心に滲みる珠玉の一枚。
ビル・エヴァンスとの共作。

スウェーデンモダン・ジャズの立役者で、ヨーロッパ最高

のバリトン奏者。伸びのある印象的な低音、軽快でメロ

ウな表現力は、ヨーロピアン・ジャズの傑作として今も

語り継がれている。

Lars Gullin
ラルス・ガリン

Portrait Of My Pals
1964

荒 し々いバリトンと
やさしい弦の響きが
多彩なサウンドで織りなす
クール・ジャズの傑作。

37才という若さで急逝したスウェーデンが生んだ天才

ピアニスト。ジャズに北欧の民族音楽や民謡を織り込ん

だ美しく、ノスタルジックな表現力は秀逸。ソロやセッ

ションで、珠玉の作品を数多く残した。

Jan 
Johansson
ヤン・ヨハンソン

Jazz Pa Svenska
1965

北欧の原風景をイメージさせる
素朴で詩的な旋律。
北欧ジャズの原点とも言える作品。

ノルウェーの実力派ジャズシンガー。温かくも哀愁漂う、

存在感のある心地いいヴォーカルは、ヨーロッパはもち

ろん日本で評判になった。スタンダードナンバーや有

名なカバー曲も独特な世界観で表現している。

Inger Marie 
Gundersen
インゲル・マリエ・グンナシェン

Make This 
Moment
2004
スモーキーで気品あるヴォイスと
スローでしっとりとした世界観で
聴き込むほどに引き込まれる。

スウェーデンのピアニストの奇才エスビョルン・スヴェン

ソンを中心としたジャズ・トリオ。ポップやロックの要素

も取り込み、超越した独自の音づくりを追究していた。

2008年にエスビョルン・スヴェンソンが急逝（44歳）。

e.s.t.
エスビョルン・
スヴェンソン・トリオ

Somewhere 
Else Before
2001

プログレッシヴで先鋭的な音づくりと
メロディセンスに魅了される
人気ナンバーを収録した編集盤。

世界最高峰のジャズ・アカペラ・グループ。女声2・男声3

人編成でジャズを基本に、ポップスも幅広く手掛ける。脅

威のアカペラ・奇跡のハーモニーは、様々なステージで

ファンを魅了している。

The Real 
Group
ザ･リアル･グループ

Commonly 
Unique
2007
しっとり爽やかな極上のハーモニー
が存分に堪能できる。スウェーデン・
グラミー賞を受賞した最高傑作。

ロシアの文豪トルストイの血を引くスウェーデンのジャ

ズシンガー。気宇な美貌とクールで透明でありながらも

温かみを感じさせる声。アーティステックな雰囲気漂う

POPなサウンドが心地いい。

Viktoria 
Tolstoy
ヴィクトリア・トルストイ

My Swedish Heart
2005
スウェディッシュ・ジャズのルーツを
語るスタイリッシュでピュアな作品。
コンテンポラリー・ジャズ・ヴォーカル
の傑作。

デンマークの歌姫・ジャズシンガー。艶っぽいハスキー・

ヴォイスと癖のない耳に溶け込むような歌唱力に加え、

ソングライティングの才能も秘めたデンマークの最注目

アーティスト。ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞。

Sinne Eeg
シーネ・エイ

Don't Be So Blue
2010

ロマンティシズム溢れたヴォーカルと
透明感あるピアノの旋律が
ひときわ印象的。

ノルウェーのハーディングフェーレ奏者。クラシック、ト

ラッド、現代音楽を融合させた独自のアンビエントな音

楽性で、ノルウェーの風景さながら、凛とした澄みきった

世界を表現、静謐な音色に心洗われる。

Nils Økland
ニルス・オクランド

Strøm
2000

ハーディングフェーレ、バイオリン、
オルガン等の哀愁ある音色。

フィンランドの国民的バンドJPP創始者アルト・ヤルヴェ

ラ（fiddle・bouzouki）とティッモ・アラコティッラ（p・

Harmonium）、スウェーデンの実力派フィドル奏者ハンス・

ケンネマルクの3人で構成された秀逸トラッド・トリオ。

Nordik Tree
ノルディック・トゥリー

Contra Dance
2010

独特のハーモニーとリズムで
表現する最強トラッド・ユニット。

ヴァイオリンよりひとまわり小さいノルウェー

の伝統楽器。美しい装飾が施され、

通常弦の下にある4本～5本の

共鳴弦を持つのが大きな特徴。

民族舞踊ガンメルダンスに欠かせない

楽器である。

Hardingfele
ハーディングフェーレ
（ハルダンゲル・フィドル）

繊細で涼しげな音色を奏でるフィンランドの

伝統楽器カンテレ。1本の木をくり抜いて

弦を張ったもので、2000年もの

歴史を経て多様に変化し、

5弦～39弦まで

大小様々。

Kantele
カンテレ

弓を使って演奏するヴァイオリンに似た

スウェーデンの伝統楽器。

特徴的な鍵盤があり、共鳴弦を

備えているので、独特な残響とともに

不思議な音色を響かせる。

Nyckelharpa
　　　　　　　 ニッケルハルパ

1本のメロディ弦と3本～7本のドローン（持続音）弦か

らなり、長方形の木の胴を共鳴させるノルウェーの楽器。

チターや琴の仲間で最古の楽器は、16世紀に遡る。

Langeleik
　　　　　　　　ランゲレイク

代表的な北欧伝統楽器

Valravn
ヴァルラウン

北欧のトラッド音楽シーンをリードするスウェーデンの

異色トリオ。伝統楽器ニッケルハルパ、ヴィオラ、12弦

ギターが生み出す鉄壁のアンサンブル、透明感溢れる

独自のサウンドとスイング感は秀逸。

Väsen
ヴェーセン

Linnaeus Väsen
2006

博物学者カール・フォン・リンネの
生誕300年記念盤。18世紀の音楽
で構成されたアルバム。

Jazz Quintet'60Jazz Quintet'60
ジャズクインテットシックスティ

'80年代半ばに登場したノルウェーの3人組バンド。独

自の詩的世界、哀愁のメロディラインとファルセットヴォ

イスで"Take On Me"をはじめ世界的な大ヒットを記録。

ノルウェーPOP史上最大の人気グループ。2010年解散。

a-ha アーハ

Hunting High & Low
Remastered 
2CD  Deluxe Edition
2010

4曲のヒットシングルを収録した
80'POPSの名盤のリマスター音源
ほかミックス、未発表音源を
収録した豪華盤。

'70年代半ば～'80年代初頭にかけ、世界を席巻したス

ウェーデン・ポップ・グループ。多くのアーティストに影響

を与え、スウェディッシュ・ポップの先駆けとなり、その後

のポップ・ミュージックにも多大な影響を与えた。

A   BA
アバ

ARRIVAL
1976
世界的なアバ・ブームの到来を
決定づけたメガ・ヒット・アルバム。
1000万枚を超える世界的な
セールスを記録。すべてにおいて
完璧なポップ・アルバム。

'80年代半ばに登場したスウェーデン男女ポップ・デュオ。

美しいメロディと透きとおるボーカル、シャープなギター

サウンドが魅力。映画「プリティ・ウーマン」のサントラ

"It Must Have Been Love"など世界的ヒットを連発。

ROXETTE
ロクセット

roxette's 
greatest hits
1995

ROXETTEの華麗な足跡を
1枚に収録したベスト盤。

'90年代を代表するスウェーデンの男女ポップグループ。

レゲエのグルーヴ感とヨーロピアン・ポップサウンドが絶

妙に絡み合うダンスサウンドで人気を博した。1stアル

バムはメガヒットを記録。

Ace of Base
エイス・オブ・ベイス

The Sign
1993

全世界で2300万枚という
驚異的なセールスを記録した
1stアルバム。

'90年代スウェディッシュ・ポップの中心的存在。"How 

crazy are you?" "Rainbow"など透明感のあるサウンドは

日本でも大ヒットを記録。2010年にスタジオジブリ作品

の主題歌カヴァー集「AniMeja-Ghibli Songs」を発表。

Meja メイヤ

Meja
1996

アコースティックでメロディアス。
上質のポップサウンドが心地いい
1stアルバム。

シベリウスの代表作「フィンランディア」が作曲された当時の

フィンランドは、帝政ロシアの圧政に苦しめられ、独立運動の

最中だった。そんな中、フィンランドの歴史演劇「いにしえから

の情景」の付随音楽として誕生したのが「フィンランディア」。

帝政ロシア政府によって演奏禁止処分にされたものの、ヴェ

イッコ・アンテロ・コスケンニエミ（フィンランドの詩人）によっ

て詩が付けられた「フィンランディア賛歌」は強力に独立の

後押しとなった。今も第二の愛国歌として親しまれている。

Jean Sibelius
ジャン・シベリウス
1865-1957

フィンランドが誇る偉大な作曲家。

頑に自分のスタイルを貫き通し、

神秘と厳格さを兼ね備えた作風

で20世紀を代表するシンフォ

ニストとして知られている。

自然からインスピレーション

を得て、フィンランドの

美しい風景を連想させる荘厳な作品を数々残した。

Edvard Hagerup Grieg
エドヴァルド・グリーグ
1843-1907

ノルウェーの国民的作曲家。故郷

ベルゲンの自然をこよなく愛し、

伝統民族音楽から着想を得て

独特の旋律を導き出した。

ピアニストとしての卓越した

才能で「北欧のショパン」とも

称され、歌曲や舞曲のほかに

ピアノのための小品を数多くの作曲した。

Carl August Nielsen
カール・ニールセン
1865-1931

デンマークで最も有名な作曲家。

ロマン派音楽の流れを汲みながら、

楽想・調性の転換、打楽器による

強烈なリズムなど、革新的な手法も

取り入れ、新たな時代を築いた。

協奏曲、管弦楽曲、オペラ、室内楽曲、

歌曲など多岐にわたり手掛け、

王立管弦楽団のヴァイオリン

奏者としても活躍。

カレリア組曲、交響詩フィンランディア
などシベリウス入門編として最適な一枚。
●演奏/ヘルシンキ放送交響楽団ほか
●指揮/オッコ・カム、ヘルベルト・フォン・カラヤン

jean sibelius
シベリウス作品集 2005

フィンランドのソプラノ歌手マッティラが
ルーツとも言える祖国のシベリウスと
グリーグの歌曲を歌い上げた歌曲集。

grieg & sibelius songs
Karita Mattilaカリタ・マッティラ 2004

ペール・ギュント第1組曲、ノルウェー舞曲
などグリーグ入門編として最適な一枚。
●演奏/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ほか
●指揮/ヘルベルト・フォン・カラヤンほか

edvard Grieg
グリーグ作品集（2CD） 2005

ノルウェーの国際的ピアニスト、
ホーコン・アウストボーが透明で美しい
テクスチャーと精妙なリズムとセンスで
奏でるピアノ曲集。

Grieg 　Håkon Austbø
グリーグピアノ曲集（7CD）2010

交響曲全曲と管弦楽曲、協奏曲、
ピアノ曲、歌曲を収めたお得な10枚組。
●演奏/ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団ほか
●指揮/ダグラス・ボストック

carl nielsen
ニールセン・ボックス（10ＣＤ） 2003

ふたりのトップ・ソリストとラトルの指揮で
21世紀的ニールセンの世界を表現。
●指揮/サイモン・ラトル

nielsen ニールセンフルート協奏曲
Emmanuel Pahud/Sabine Meyer
エマニュエル・パユ/ザビーネ・マイヤー

独立を支えたシベリウスの名曲

B

'90年代アコースティックなロックサウンドで大ブレイク。

〈スウェディッシュ・ポップ〉ブームの火付け役になった。

キュートなヴォーカルとレトロ感あるセンチメンタルな

アコースティック・サウンドが魅力。

The Cardigans
カーディガンズ

Life
1995
日本でも大ヒットを記録し、
人気を決定付けた2ndアルバム。
原田知世、BONNIE PINKなどを
手掛けたことでも知られる

トーレ・ヨハンソン、プロデュース。

'90年代スウェディッシュ・ポップの一翼を担ったバンド。

ジャズ、ソウル、ボサノヴァなどの要素をちりばめた抜群

のポップセンスと、キラキラとした珠玉のサウンドはいま

だ色あせていない。1998年解散、2004年再結成。

Cloudberry 
Jam
クラウドベリー・ジャム

Providing 
the Atmosphere
1996
どこか懐かしくキャッチーなメロディと.
しっとりと落ち着いたVo.が極上の
2ndアルバム「雰囲気づくり」。

デンマークの4人組ダンスPOPユニット。ツインヴォー

カルによるアーティスティックなユーロ・ビートで、デン

マーク音楽史の記録を塗り替えて、世界的に活躍した。

2001年解散。2007年再結成。

Aqua アクア

Cartoon Heroes
　　-Best Of Aqua
2007

キャッチーでカラフル、
ヒット曲満載の特別編集アルバム。

インディポップシーンで異彩を放つスウェーデンのシン

ガーソングライター。幼少時を世界各地で過ごし、様々な

音楽のエッセンスを取り込んだメランコリックでロマン

ティックなサウンド、印象的なウィスパーヴォイスが魅力。

北欧の音楽シーンに共通して言えるのは、ジャンルの垣

根を超えた自由なスタイルと様々な音楽の融合。そこか

ら生み出される音楽のパワーです。残念ながら、ここで

はほんのごく一部しかご紹介できませんでしたが、静か

に熱い北欧の音楽から、これからは目が離せません。

Lykke Li 
リッケ・リー

Wounded Rhymes
1996
2ndアルバム。
様 な々音楽要素を包含した
ミニマルな音世界。

スウェーデンの男女2人組ユニット。ボッサのテイストに

エレクトロ＆アコースティックを絶妙に織り込んだ独自の

サウンド、透明感ある旋律と囁くようなシルキーヴォイス

が印象的。しっとり落ち着いたセンスを感じさせる。

Club 8
クラブ・エイト

Strangely 
Beautiful
1995

8年の活動を集大成した
5thアルバム。
耳に心地いいヴォーカル＆
上質サウンド。

ノルウェーの作曲家Rolf Løvlandとアイルランド出身の

ヴァイオリニストFionnuala Sherryのインストゥルメン

タル・ユニット。美しいメロディーとハーモニーが織りな

す究極のリラクゼーション・サウンド。

Secret 
Garden 
シークレット・ガーデン

Once in a Red Moon
2007

悲哀を帯びた温かい臨場感に
やさしく包まれる4thアルバム。

人気・実力ともにスウェーデンを代表するシンガー。数々

のCMソングも手掛け、日本で最も知られているミュージ

シャンのひとり。しっとりとしたヴォーカルとメロディ・セ

ンスを併せ持ち、今後の活動からも目が離せない。

Maia 
Hirasawa
マイア・ヒラサワ

maia hirasawa
2011

日本語曲も収録された
待望の日本デビューアルバム。

DJのMagnus Zingmarkとジャズやクラシックを基礎

にもつピアニストOscar Simonssonによる2人組クラ

ブ・ジャズ・ユニット。透明感あふれる洗練されたサウン

ドで、クラブ・ジャズ・シーンを牽引している。

Koop クープ

Waltz for Koop
2004

流麗で幻想的なサウンドと
珠玉のヴォーカリストたちが彩る
1stアルバム。
Yukimi NaganoもゲストVo.で参加。

スウェーデン・シンガー、ユキミ・ナガノの初プロジェクト。

ミニマルなアレンジとR&Bのグルーヴ感、独特のクール

なヴォーカルが溶け合ったサウンドが軽妙。北欧クラブ・

シーンでは中心的存在として注目されている。

Little 
Dragon
Yukimi Nagano
リトル・ドラゴン

Ritual Union
2011
ミニマルで幻想的な曲調、
実験的かつ洗練された
エレクトロ・ポップ。

〈スウェディッシュ・ポップ〉ブームも落ち着きをみせた

2000年初頭、彗星のごとく現れたスウェディッシュ・イン

ディポップ・バンド。1stアルバムの"Young Folks"は口笛

ソングとして日本でもブレイク。

Peter, Bjorn
& John
ピーター・ビヨーン・アンド・ジョン

Writer's Block
2006

小気味良いブレイクビーツと
気怠くひろがりのあるサウンド。

ヨーロッパで絶大な人気を誇るフィンランドのシンフォ

ニック・メタル・バンド。アトモスフェリックなスケール感

を背景に、神秘的で変幻自在のヴォーカルが絡み合い、

独自の夢世界へと誘う。

Nightwish 
ナイトウィッシュ

Once
2004
強烈なヴォーカルと壮麗な
サウンドスケープで描く
傑作5thアルバム。

'80年代に活躍したスウェーデンのハードロックバンド。

メロディアスな旋律とハイトーン・ヴォーカルが特徴で、

その後の北欧メタルブームのさきがけになった。1992

年活動停止、2004年再結成。

EUROPE
ヨーロッパ

THE FINAL 
COUNTDOWN
1986
シングル780万枚（25カ国で1位）、
アルバムは650万枚のセールスを
記録する大ヒットとなった。

フィンランドの国民的4人組人気ロックバンド。メランコ

リックで翳りを帯びた独特のメロディー、ゴシックとポップ

テイストを融合させたサウンドは、ヨーロッバ各地で旋風

を巻き起こした。

The Rasmus
ラスマス

Best of 
The Rasmus
2001-2009
2009
感傷と哀愁が凝縮された
ベスト･アルバム。
ボーナス・トラック収録。

Traditional
伝統音楽
スウェーデンのPolska（ポルスカ）、フィンランド

のPelimanni（ペリマンニ）やサーミ人のJoik

（ヨイク）など北欧独自の伝統音楽、そして伝統

楽器。今も暮らしの中に息づき、各地で様々な

フェスティバルも開催されている。

Jazz
ジャズ（ニューエイジ・アンビエント）
戦前から歴史を刻む北欧のジャズシーン。様々

な音楽のエッセンスを散りばめたクールで洗練

されたサウンドが魅力。往年の巨匠たちも度々

訪れた老舗ジャズクラブも多く、ラテン、クラブな

ど、最新ジャズの発信地として注目されている。

New Age
Ambient

Pops
ポップス（ロック・エレクトロニカ）
耳に心地のいいサウンドで日本でもブームを巻

き起こしたスウェーディッシュ・ポップから北欧メ

タル、ロック、ダンス、エレクトロニカなど、多彩

でジャンルを超えた広がりを有する北欧の音楽

シーン。その代表格をピックアップ。

Rock
Electronica

Classical
クラシック
伝統音楽の影響が色濃い北欧クラシック。主要

都市にはオペラ劇場があり、根強い人気を誇っ

ている。シベリウスやグリークは有名だが、まだ

日本ではほとんど知られていない個性的な作曲

家も数多く、素晴らしい作品を残している。Music ScenesThe Scandin
av

ia
n北欧音楽風景
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■敷地面積／338.13m2（102.28坪）

■延床面積／157.96m2（47.70坪）

■1階面積／  96.47m2（29.13坪）

■2階面積／  61.49m2（18.57坪）

■構造／木造軸組（オール4寸角柱）

■設計／エスアーキテクツ 坂下兼三

●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

光と風に抱かれた

流れの良い空間づくり。

設計から施工まで、住まいづくりにもスムーズな流

れが必要だ。Kさんは打ち合わせの段階から、良い

住まいに仕上がる…そんな予感めいたものを抱い

たという。そこには、建築家と担当者、そして現場

の職人にいたるまで、それぞれが分担をきっちりこ

なすだけではなく、統一した意思が感じられたから

だ。「現場の職人さんを含めたスタッフの皆さん方

の〈いい家をつくろう〉という心意気が伝わってき

て感動しました」というKさん。納得できる住まいの

完成には〈心地良い家づくり〉という過程もまた大

切だという経験談も明かしていただいた。

こだわりを具体化するための

スムーズな住まいづくり。

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

3

スウェーデン製の木製3層ガラスサッシに強く惹か

れたというKさん。とくに重視したのは採光と風通し

の良さ。間仕切りやドアをできるだけ少なくし、窓を

効果的に配置し、トップライトや照明、さらには素材

の色調にも考慮したことで、より明るく開放的な空

間に仕上げられた。さらには家族の生活動線にも

配慮したレイアウトが、暮らしの流れもスムーズにし

て、ストレスのない空間を生み出している。単なる住

宅性能や設備だけではなく、空間デザインによって

導き出された機能性が、ほんとうに快適な暮らしを

支えてくれる。

北欧テイストを上手く取り入れた

建築デザインが光る。

設計に携わったのは、建築家の坂下兼三氏。〈住

まう人の想いを引き出し、ライフスタイルをデザイン

する〉というそのポリシー通り、「様 な々要望にも柔

軟に対応していただいた」とKさん。スウェーデン

製の木製3層ガラスサッシと見事に調和した室内

は、木がふんだんに使われ、適材がそれぞれの場

所で上手く使い分けられている。梁を活かしたデザ

インや照明などの配置、空間バランスなど、Kさん

の想いが、それを超えるカタチで実現した。わがま

まをいかに＋αでカタチにするのか、その点におい

ても建築家の力量が試されるところだ。

光と風と木の風合いに抱かれた
ナチュラルモダンな住まい。

2階の階段ホール。木の美しさが際だつ梁や床、トップライトと照明
がシックに空間を演出。

神奈川県 K邸
N a t u r a l  T o n e  &  M o d e r n i t y

廊下へと続くエントランスの上質空間。
現しの梁、トップライト、照明、ランドリールームのドアが見事に調和。

ナチュラルカラーで統一されたシックで落ちついた外観と居心地のいい室内空間。

デザインへのこだわりと個性が木の素材感で表現され、風通しと採光に優れた住まい。

機能的でナチュラルな上質感が暮らしを上品に包み込む。

デザインはもとより、動線などの機能面や巨樹性も充分に考慮された高機能デザイン住宅「ARCHIPELAGO」。
間仕切りのない開放的なLDKは、スウェーデン製木製3層ガラスサッシ、シバ栗の床、家具が見事に調和している。

DN

UP

種類の異なる木を
巧みに使い分け
細かいところにも
配慮されたデザイン。

高い天井とトップライトで閉塞感のない
明るく開放的な洗面室。

3人のお子さんが壁紙と床材を
自分で選んだ勾配天井の子供部屋。

収納と使い勝手に優れたFILEのオーダーキッチン。
磁器タイルの床は、冬は温かく、夏は涼しい。

通風と採光を考慮して壁面上部を開放したオープンな
ウオークインクロゼット。ニッチがさり気ないアクセントに。

木のアクセントと控えめな色調に、さりげない気品とセンスを感じさせる外観。

主寝室

ランドリー
ルーム

ダイニング

玄関

キ
ッ
チ
ン

ベ
ン
チ

洋室

リビング

廊下

洗面室
浴室シューズ・イン

クローク

和室

階段下収納

押入

テ
ラ
ス

テ
ラ
ス

勝手口

洋室 洋室

ホール

ウオークインクロゼット
吹き抜け

バルコニー

A R C H I P E L A G O
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山頂は360度の
大パノラマ。

カーブ・幅員狭く
走行注意

巨岩の合間を
　　縫う急登梯子やロープが

整備されているが
下山の際は注意

初夏は石楠花が美しい

2000

天鳥川の徒渉

ミズナラの森白樺・カラマツ・ミズナラ
などの明るい広葉樹林

ク
リ
ス
タ
ル
ラ
イ
ン

富士見平小屋から
金峰山山頂まで
登り約3時間40分

1700魔子の山
▲

←展望台・
　魔子の人穴

伝説を残す
瑞牆山の
展望台。

瑞牆山ルートマップ

瑞牆山・金峰山
が好展望。

コメツガなど
の針葉樹

Access＞　JR韮崎駅⇒〈山梨峡北交通バス約1：15〉⇒みずがき山荘

　中央自動車道・須玉IC⇒〈塩川ダム（みずがき湖）左折、黒森方面へ約0：50〉⇒みずがき山荘
※増富温泉経由のルートでも時間的には変わりませんが、幅員が狭いところがあり注意。大雨等で交通規制される場合もあります。

Course time＞みずがき山荘→0：50→富士見平小屋→0：30→天鳥川出合→1：25→
不動滝分岐→0：10→瑞牆山山頂→0：10→不動滝分岐→1：10→天鳥川出合→0：35→
富士見平小屋→0：40→みずがき山荘
total＞5時間30分（休憩を含まない歩行時間）＊ゆっくり歩いた際の参考タイムですが、お子さま連れの場合や体調などによって変わります。

北欧スイーツキッチン
「森の赤い宝石」と呼ばれるリンゴンベリー（こけもも）。北欧では、ポピュ
ラーで、日本でも高山に多く自生しています。ビタミン、ミネラルが豊富な
リンゴンベリーにカルダモンをたっぷり効かせた北欧らしい焼き菓子です。

・小麦粉
・てんさい糖
・カルダモンパウダー
・ジンジャーパウダー
・シナモンパウダー
・クローブパウダー
・ベーキングパウダー
・リンゴンベリージャム
・卵
・生クリーム
・溶かしバター（無塩）
・塩

180g
45g

小1/2
小1/2
小1/2
小1/4

小1
160g

1個
70cc
45g

ふたつまみ

　楽器を演奏しているときが、何よりも充

実した瞬間だという榎本さんだが、スイミ

ングやサウナ、お気に入りのカフェでのん

びり過ごすオフタイムの時間も楽しみのひ

とつだ。一年を通して数多くのツアーライ

ブを行うドレクスキップ。榎本さんの担う

フィドルとニッケルハルパは、ともにデリケー

トな楽器なので、弾き手の状態や気分に

も左右されやすいという。最高のライブア

クトには当然、コンディションの維持も大切

だが、北欧の空気を肌で感じてみて、こ

れまで以上に、無理のない自然な演奏を

意識するようになったいう。肩肘を張らな

い楽器との一体感によって、より深みある

演奏が生み出される。そして、あくまでも

生音にこだわりたいと語る榎本さん。そこ

には楽器への愛情とその音色を大切に

する演奏家としての想いが込められてい

る。「ヴァイオリンは歌い、フィドルは踊る」

といわれる――そんな躍動感溢れる演

奏だからこそ、ぜひライブで体験したい。

　伝統文化息づく京都で結成され6年。

4月に3枚目となるアルバムを発表し、北

欧遠征でも成功をおさめ、さらに波に乗

るドレクスキップ。彼らがこれからどんな

音色を奏でてくれるのか、今後の活躍

からも、ますます目が離せない。

〈今後のライブスケジュール（東京周辺）〉
■2012・9・30（日）ザムザ阿佐谷

「ただいまヤーパン！」ツアーin東京
●開場17:00/開演18:00  ●前売￥3,000/当日￥3,500
東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-21　Tel.03-5327-7640
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅北口より徒歩２分
www.laputa-jp.com/zamza/

［ご予約］samsa_event@yahoo.co.jp
※タイトルに「Drakskip予約」と明記の上、本文に「氏名」「連絡先」

「枚数」をご記入ください。返信をもちまして予約完了となります。

■2012・11・11（日）渋谷 クロコダイル
■2012・12・16（日）吉祥寺 STAR PINE'S CAFE
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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。2012AU

個人情報保護シート

個人情報保護シート

榎本翔太さん第21話

人がいて、そこに住まいがある。仕事と余暇、そしてこだわりのライフスタイル。
そんな暮らしの情景を訪ねる――悦楽時間への旅。

1985年、愛知県生まれ。
6歳よりクラシックヴァイオリンを始め、
8～14歳をスコットランドのエディンバラで過
ごし、クラシックとジャズを学ぶ。
12歳で英国王立音楽検定を最高点でパス。
帰国後、同志社大学に進学。
軽音楽部ではおもにジャズの活動を展開。
現在はDrakskipメンバーとして活躍中。

■Drakskip（ドレクスキップ）biography
2009
・1stアルバム「北向く風見鶏」リリース
・「世界のCMフェスティバル」ゲスト出演
　（大阪厚生年金会館大ホール）
・スウェーデン大使館で演奏招待
2010
・24時間テレビ協賛イベント〈エコフェス〉
　東映T-JOY京都出演
・「かわちながの世界民族音楽祭」出演
2011
・2ndアルバム「星と人－Stars And A Man－」
　リリース・全国ツアー展開
・京都会館ワンマンライブ
2012
・FRIGG来日公演でオープニングアクト　　　
・3rdアルバム「それでも舵を取る
　－Steering Through The Storm－」リリース・
　全国ツアー展開
・ヨーラン・モンソンとツーマンライブで共演
・北欧遠征（フィンランドとスウェーデンで
　４つの民族音楽フェスティバルに出演
・「ただいまヤーパン！」ツアー
　9/21神戸を皮切りに11/15京都まで全国9ヶ所
　でライブ開催予定

■Drakskipオフィシャルサイト
　www.drakskip.net/

＊協力／自然焼菓子工房roco

榎本さんの感性と表現力に大きな影響

を与えた。帰国後も大学で音楽活動を

続けていた榎本さんは、ドレクスキップの

メンバーとの出会いによって、新たな表現

の場を得る。フィドル、5弦ヴィオラ、12弦ギ

ター、パーカッションという希有な構成は

臨場感ある多彩な音色と疾走感を生み

出し、多くの聴衆を魅了している。年間

150本を超えるライブ演奏をはじめ、イベ

ント出演や海外アーティストとの共演も数

多い。そして今年の夏、一ヶ月におよぶ

北欧遠征を終えたばかりだ。

　夏の北欧は、各地で様 な々音楽フェス

ティバルに彩られる。夏祭りともいえるフェ

スで人 は々短い夏を惜しむように踊り楽し

む。ドレクスキップはそんなオーディエンス

に温かく迎え入れられた。フェスでの演

奏はもちろん、地元のミュージシャンたちと

の交流やワークショップ体験、巨匠ヨーラ

ン・モンソン氏宅へ招待されたり、ニッケル

ハルパの聖地といわれるウップランドの楽

器工房訪問など、貴重な体験ができたと

いう榎本さん。スウェーデンの音楽が世

界で注目される根源には、暮らしの中に

今も根付いている伝統音楽、それに縛ら

れることなく様 な々音楽がクロスオーバー

する自由な空気、そして音楽を身近に楽

しむ人 の々存在があるからに他ならない。

フェスはまさに、そんな音楽の原点だとも

いえる。そしてドレクスキップの奏でるサウ

ンドもまた、自由に、軽やかに疾走する。

　北欧伝統音楽の日本における中心的

存在として京都を拠点に活動しているイ

ンストゥルメンタルバンド〈ドレクスキップ〉。

日本ではまだまだ耳にする機会の少ない

北欧の伝統音楽だが、北欧を軸に世界

中の音楽からインスピレーションを得て、

その演奏力と表現力は、世代を超えて多

くのファンに支持されている。そんなメン

バーのひとり榎本翔太さんは、巧みなフィ

ドラーであり、永い歴史と文化に深く根ざ

した北欧を代表する伝統楽器ニッケル

ハルパの日本では数少ない奏者のひとり

でもある。その多彩で奥深い音色で、ドレ

クスキップのサウンドに花を添えている。

　榎本さんが音楽に目覚めたのは、6歳

から始めたクラシック・ヴァイオリンだった。

そして多感な幼少期をスコットランドのエ

ディンバラで過ごし、その経験が音楽活

動の原点となっている。12歳にして音大

レベルの演奏能力を身につけ、現地でダ

ンスの伴奏や路上演奏で腕を磨いてい

たという。クラシックからジャズやポップス

など様 な々音楽に接する環境にも恵まれ

、　

材　料

作り方
❶ケーキ型にバターを塗り粉をふっておく。
❷小麦粉とベーキングパウダー、香辛料を合わせておく。
❸卵にてんさい糖を入れよく混ぜ、塩、生クリーム、ジャムを加えて
　さらに混ぜる。粉類をふるい入れて混ぜ、溶かしバターを入れた
　ら手早く、なめらかにまぜあわせて①に流し込む。
❹180℃で約50分焼く。置いた方が味がなじんで美味しい。

焼いてから２～３日
冷暗所に置いておくと
ぐっ～と美味しくなります。

Weekend Hiking   Autumn

瑞牆山
 Mizugakiyama 2230m

＊週末ハイキング案内＊

奥秩父山域の西端に位置し、森林から屹立す

る独特の山容で知られる瑞牆山。古くから信仰

の山として親しまれ、日本百名山のひとつに選

ばれている。山頂直下まで広葉樹や針葉樹に

覆われ、紅葉の時期は山肌が様々に彩られて、

とりわけ美しい。今回ご紹介するコースは、瑞牆

山荘から往復する最も一般的なルートで、都心

からのアクセスも（車・公共交通機関どちらも）

比較的恵まれているので、日帰りも十分可能。

健脚向きには、山荘・山小屋で1泊し、2日目に奥

秩父の盟主・金峰山や小川山に足を伸ばす贅

沢なプランも考えられる。いずれにしても秋晴れ

の穏やかな日に出掛けたい。

●瑞牆山荘（1,520m）瑞牆山登山口正面・Tel.0551-45-0521（～21：00）・8,820円～（1泊2食）・http://www.mizugaki.burari.biz/
●富士見平小屋（1,813m）登山口から約50分・瑞牆山と金峰山の分岐点（テント場あり）・Tel.0551-32-2727（9：00～19：00）
　・8,000円～（1泊2食）・http://www.fujimidairagoya.jp/　＊いづれも宿泊の際は事前にご予約を。
■立ち寄り温泉〈増富の湯〉／10:00～19:00・毎月第4水曜休館（4～11月）・大人700円・Tel.0551-20-6500・http://www.masutominoyu.com/
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●4人の個性が融合する、結成6年を迎
　えたドレクスキップ

●スウェーデンKorrö（コロー）での
　演奏風景

●現地の新聞にも大きく取り上げられた。

将来を見据えた資金計画を！

戸建住宅の修繕積立プラン

WELL-DO Check!!

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●修繕積立プランに関するご質問、リフォームのご相談・ご依頼は
　WELLリフォームまでお気軽に！

山頂より金峰山の眺望

北欧のおいしいお菓子⑯リンゴンベリーのカルダモンケーキ

●最新アルバム「それでも舵を取る
－Steering Through The Storm－」

30年間に負担する修繕積立金はどのくらいになるのでしょうか。
横浜在住Kさんのケースをみてみましょう。

なんと1,000万円近くの修繕積立費を負担することになります。
つまり、維持・保全・修繕費として、これだけが必要ということにな
ります。これは、マンションに限ったことではありません。強制的
に徴収されない戸建の場合には、当然のことながら個人での計
画的な資金計画が求められます。

（18×8×8cmの
　パウンド型1台分）

金峰山方面から瑞牆山（右中央）を望む（左後方は八ヶ岳）

〈山頂より南東方〉

鷹見岩

桃太郎岩

大ヤスリ岩

山頂直下の登り

山頂より小川山方面

どんなに耐久性に優れていて、最新設備を備え

た建物であっても年月が経過すれば、改修や設

備の交換などのメンテナンスやリフォームが必要

になります。マンションの場合は、維持・保全・修

繕費用を「修繕積立金」という形で月々 負担しな

ければなりませんが、戸建住宅については、それ

を個人で行う必要があります。そこで、戸建住宅

の修繕積立プランについて考えてみましょう。

マンションにおける修繕積立金

●修繕積立金 23,000円×12ヶ月×30年＝8,280,000円

●修繕積立一時金（10年毎）450,000円×3回＝1,350,000円

■合計　　　　　　　　　　　　 9,630,000円

将来必要と思われる修繕・改修費用をまとめてみると、

2×6工法・120m2・2階建ての場合の平均的修繕費用。
（設備・工事内容、立地環境、日常のケアなどによっても変わります）

そこで、月々 どれくらい積立が必要なのかというと、

永く快適にお住まいいただくために、そして将来のリフォーム等
に備えた資金計画を、ぜひおすすめします。

月々の積立額は？

15万円×6回＝    900,000円

20万円×2回＝    400,000円

120万円×3回＝3,600,000円

＝2,000,000円

6,900,000円

●防蟻処理工事（5年毎）……
●給湯器の交換（15年毎）…
●外壁・屋根の改修・塗装等（10年毎）
●キッチン・トイレ・浴室の設備・改修工事（20年毎）

■合計

●6,900,000円÷（12ヶ月×30年）≒19,200円

Puolukkainen 
 Kardemummakakku

Drakskipフィドル&
ニッケルハルパ・プレイヤー

戸建住宅における修繕費用（30年間）の試算



美容と健康のためには、内と外の両面からのケアが欠かせませんが、

建物に関してもまったく同様です。つまり住環境を外壁と室内壁の

両面から捉えることによって、住まいにも、住まう人にも、快適な環境

が生まれます。ジューテックホームでは、セルフクリーニング機能付

の外壁材、内壁にはホルムアルデヒドを吸収＆分解する「空気を洗
う壁材」、さらには壁内に通気層＋調湿防水材、マシュマロ断熱材

を採用することによって、トリプルの快適性を実現しました。

■セルフクリーニング機能付の外壁材

・汚れにくく、落ちやすい。　 ・色あせにくく、美しい。
・長持ちして経済的。　　　・環境にやさしい素材、塗料。

■空気を洗う壁材

・シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸収分解。
・タバコの煙などに含まれるアセトアルデヒドの低減効果。

見た目にも美しく、室内空間を健康で快適に保つために、

住まいの壁についても、見直してみませんか。

快適生活情報誌WELL-DO  Vol.24  2012AUTUMN（秋号）　2012年9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。

〒224-0035 横浜市都筑区新栄町4―1　Phone 045-595-3222
www.wel l -do.com 

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 4 - 8 7 9 0

472

都筑支店
承　　認

料金受取人払郵便

（受取人）
　横浜市都筑区新栄町4―1

　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25年5月
31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（　　　　　　　　　　　　）

内側と外側からキレイに！
トリプルの快適性で暮らしを支える壁
内側と外側からキレイに！
トリプルの快適性で暮らしを支える壁

Information

■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／2012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、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。

フィンランド語で「楽園」を意味するparatiisi（パラティッ
シ）。世界中で愛され続けている不朽の名作ARABIA 
PARATIISIのコーヒーカップ＆ソーサーをペアで3名様
にプレゼント！

●デザイン／Birger Kaipiainen　●磁器・フィンランド
●カップ：約φ75×W100×H60mm・約180ml
　ソーサー：約φ140×H20mm

■応募締切2012年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］

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。

●営業時間／10：00～17：00
●水曜・年末年始定休

理 想 の 住 ま い を カ タ チ に 。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

ポール・デルヴォー（1897－1994）は、ベルギーのシュルレアリスム

絵画を代表する画家です。現実を超えた世界を描くシュルレアリスム

の画家のなかでも、とりわけ幻想的な作風で知られます。電車、神殿、

ランプ、骸骨、女性など同じモティーフが、くり返し描かれ、夢の世界

と現実とが一続きになっているような不思議な空間に、見る人は思わ

ず引き込まれます。この展覧会では、シュルレアリスム時代の代表作

をはじめ、これまでほとんど紹介されることのなかった最初期の油彩画

やデッサン、制作に用いたモティーフも紹介し、画家の創作の原点を

探ります。日本ではおよそ10年ぶりの回顧展となります。出品作、約

80点のうちおよそ半数以上が日本初公開の作品です。

ポール・デルヴォー  夢をめぐる旅

2012.9.12［水］～11.11［日］
府中市美術館 

●開館時間／10：00～17：00
　（入場は16：30まで）

●休館日／毎週月曜日
　（ただし9/17、10/8をのぞく）、
　9/18（火）、10/9/（火）

●観覧料（当日）／一般900円、
　高校・大学生450円、
　小学・中学生200円
　＊未就学児および障害者手帳等を
　お持ちの方は無料。

●アクセス
〈京王線東府中駅〉から
・北口から徒歩17分
・ちゅうバス府中駅行き「府中市美術館」下車すぐ

〈京王線府中駅〉から・ちゅうバス多磨町行き「府中市美術館」下車すぐ
・JR武蔵小金井駅行き（一本木経由）「天神町二丁目」下車すぐ

〈JR中央線武蔵小金井駅〉から
・京王線府中駅行きバス（一本木経由）「一本木」下車すぐ

〈自動車をご利用の場合〉
・調布ICから約3.5km・国立府中ICから約4.4km
　府中市臨時駐車場（無料・約60台収容）利用可

●お問い合わせ／03-5777-8600（ハローダイヤル）

●http: / /www.ci ty. fuchu.tokyo. jp/art /

ポール・デルヴォー《夜明け》1944年
GPaul Delvaux Foundation, Belgium

※色調・絵柄等は実際と異なる場合があります。

ご質問・ご相談・ご依頼は●ジューテックホーム（株）
フリーコール0120-206-244までお気軽に！

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉

外装メンテナンス＆リフォームをお得にご提供中！

ご相談もモデルハウスにて随時受付しています。

もちろん、お見積りは無料。この機会にご利用ください。

水まわりその他リフォームも承ります。ご相談はお気軽に！

ホルムアルデヒド

家具

日用品
パソコン
暖房機器など

空気を洗う壁材
通気層・調湿防水材・マシュマロ断熱材
セルフクリーニング機能付外壁材

汚れ

ホコリ

吸収・分解

キャンペーン
実施中！

トリプルの
快適性能

内

中

外
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