
竹内 薫さん第27話

Weekend Hiking   Spring 週末ハイキング案内

住宅補助を活用する消費税増税後の

賢い住まいづくり

WELL-DO Check!!

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和
木の香りに抱かれた二世帯住宅は
家族それぞれの想いを満たす調和のある住まい。

Informationi IHクッキングヒーター
　　　　　　　　取替キャンペーン開催中！

Harmonious ly  & Funct iona l i ty j東京都 S邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ベリーマフィン

Exhibition iミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館

　　　　　　　　華麗なる貴族コレクション

P r e s e n t i ロールストランド・Mon Amieモナミ
　　　　　　 　18cmプレート2枚セットを
　　　　　　 　抽選で5名様にプレゼント！

明神ヶ岳
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Modern Scandinavian Tableware

珠玉の北欧テーブルウェア

テーブルコーディネーター
 The Table“ALICE”主宰



鮮やかに食卓を彩る春野菜とともに料理を引き立て彩りを添えるプレートやカトラリー。

そんなテーブルウェアは食卓を美味しく、楽しくしてくれる大切な引き立て役でもあります。

シンプルでセンス漂う数ある北欧のテーブルウェアの中から取って置きの一枚、

あるいは日常のテーブルに気軽に取り入れたい選りすぐりの逸品をご紹介します。

feature
特集 M o d e r n  S c a n d i n a v i a n  Ta b l e w a r e
珠玉の北欧テーブルウェア

Blue

Green

Brown

ARABIA 24h Avecアベック
Plate/20・26cm、Pasta Plate/24cm
￥3,700～

design:
Heikki Orvola + 
Kati Tuominen-Niittyla

映画「かもめ食堂」でも
お馴染みの人気シリーズ。

豊富なラインナッブ、
究極の機能美は食卓の定番。

ARABIA 24h 
TUOKIOトゥオキオ
Plate/20・26cm、Pasta Plate/24cm
￥3,000～

design:
Heikki Orvola + 
Helorinne & Kallio

さりげない美しさで料理を美味しく
引き立ててくれる。

言わずと知れた北欧を代表する陶磁器

メーカーのアラビア。1873年ロールスト

ランド傘下として設立され、多くのデザイ

ナーを登用し、洗練されたデザインと機能

性を併せもつテーブルウェアとして国内

外で高い評価を得ている。

www.arabia.fi/

1726年開窯、スウェーデン王室御用達の

歴史ある製陶メーカー、ロールストランド。

「ノーベル賞」の晩餐会にも使用され、

iittala傘下になっても、ブランドのイメージ

は色褪せることなく、格調高い製品をつく

り続けている。新鋭デザイナーも取り入

れて、伝統に縛られないシンプルながら

芸術性の高い作品を生み出している。

www.rorstrand.se/

1825年、スウェーデンのストックホルムで

設立されたグスタフスベリ。数々の有名

デザイナーを輩出し、陶磁器の分野でモ

ダンデザインの礎を築いた輝かしい歴史

に彩られている。現在は復刻版などの生

産に留まっているが、ヴィンテージとして

根強い人気を誇る。

和食の箸と同様に、器と人の橋渡し

役でもあるカトラリー。器との相性や

コーディネートも考慮して、カトラリー

にもこだわりたい。品質と美しさを

併せ持つ、北欧生まれのカトラリー

でテーブルに彩りを――。

1910年創業の

スウェーデン老舗陶磁器

メーカー〈ゲフレ〉。1935年にセラミック・タ

イルを手掛けていたウプサラ・エグビー社

の傘下に入り、良質な陶磁器を生み出し

た。1979年に生産を終了したものの味わ

い深い作風は根強いコレクターからヴィン

テージとして高く評価されている。

1994年、スウェーデンで設立されたサガ

フォルム。キッチンアイテムやテーブル

ウェア、アウトドアグッズなど身近な生活

用品を手掛けている。伝統を大切にし

つつ、親しみやすいデザイン、遣い勝手

の良さで幅広く支持されている。

www.sagaform.com/

1775年創立の歴史を誇るデンマーク王

室御用達窯ロイヤルコペンハーゲン。

手描きによるコバルトブルーの絵柄が特

徴で、ハンドペイントによる繊細で格調高

い作風は日本でも人気が高い。絵付師

バイエルが12年の歳月を費やした不朽

の名作〈フローラ・ダニカ〉は、2600点も

の植物が描かれ、世界一豪華なディナー

セットとして知られている。

www.royalcopenhagen.jp/

1909年、スウェーデンに誕生したホガナ

スケラミック。良質な土を原料とし、シン

プルで機能的なだけでなく、どこか温かみ

のある質感は料理を盛りつけることでさら

に美しさを増す。スウェーデンの家庭では

日常遣いの器として愛され続けている。

www.hoganaskeramik.se/

100年を超える歴史とともに、時代や流

行に左右されないシンプルで機能性に

優れたデザインは、多くのロングセラーを

生み出した。ガラスや陶磁器から調理機

器まで、普段使いを意識してつくられた

製品は、テーブルウェアのトータルブラン

ドとして世界をリードしている。

www.iittala.com/

1976年創業の

ケラマンサヴィ。

海外展開されて

いないため日本での

知名度は低いものの、フィンランドの家

庭では馴染みのHeinäをはじめ、日常の

テーブルウェアとして重宝されている。

シンプル・モダンとは対局にある素朴で

重厚感に満ちた表情が新鮮。Tulikivi社

に吸収され、すでに生産を終了している。

フィンランド北部ラップランドを拠点に陶

器を中心としたインテリアアイテムを

手掛けるペンティック。1971年Anu 

Pentikが自宅で立ち上げたデザイン

工房が始まり。自然をモチーフにした

素朴で柔らかな表情は、ARABIA、iittala

などのメガブランドと一線を画す。日本で

も今後注目されるかも知れない。

www.pentik.com/

1941年にノルウェーのFiggjoで創業した

フィッギオ。カラフルでメルヘンチック、

温かみのある普段使いの食器として愛

され続けた。現在は主にホテルや高級レ

ストランなど業務用テーブルウェアを手掛

けている。Turi Gramstad Oliverデザイ

ンのLotte、Sicilia、SafranやDaisy、

Clupeaなどのシリーズは

今なお人気か高い。

figgjo.com/

design:
Heikki Orvola + 
Birger Kaipiainen

ARABIA Runoルノ
Plate/16.5・21・26cm、Oval Plate/36cm
￥3,500～

シンプルでやさしいフォルムは
美味しい料理の引き立て役。

iittala Egoエゴ
Plate/12・15・19・25cm　　￥1,600～

iittala Origoオリゴ
Plate/20・26cm　　　　　￥2,500～

White

design:
Kristina Riska + 
Kati Tuominen-Niittyla

アラビアの
イメージ覆す
自由で
使い勝手のいい
ニューフェイス。

ARABIA KoKoココ
Bowl/12cm×H6.5cm 250ml
Bowl/15cm×H8.0cm 500ml
￥2,500～（スタッキング可）

優雅な楽園へ誘う
パーティの定番。

ARABIA Paratiisiパラティッシ
Plate/16.5cm・21cm・26cm、
Oval Plate/36cm　　　　　￥3,500～

design: 
Birger Kaipiainen

Aqua

Purple

Black

大胆に描かれた
四季の草花の装飾美。 Karjalanpiirakka

カルヤランピーラッカ

フィンランド東部カレリア地方の伝統料

理。水で練ったライ麦を円型に薄くのば

し、ミルク粥を包んで焼いたパイ。細かく

切ったゆで卵にバターを混ぜてつくった

「ムナボイ」をのせ、付け合せにビーツ

サラダ「ロッソリ」を添えて。

Smorrebrod
スモーブロー

ライ麦パンにさまざまな具をのせていた

だくデンマークのオープンサンド。薄くス

ライスしたライ麦パンに、クリームチーズ、

チコリ、トマト、生ハム、スナップエンドウ、

ラディシュなどを盛り付けます。

Gravlaks
グラブラクス

　漁業が盛んなノルウェーの海岸地方

　　で世界的に有名な〈ノルウェーサー

　　モン〉。サーモンと相性のいいディル

　　　で香りづけをしたマリネは最もポ

　　　ピュラーでノルウェーの人たちの

　　　食卓には欠かせない一品です。

　　　生サーモンに塩、砂糖、ディル、レ

　　モン汁をまぶし、2時間以上寝かせ

　　てから、余分な水分をふき取って薄く

　スライスして盛り付けます。

  Agghalvorエッグハルヴォル

スウェーデン語で「ポスク」と呼ばれる

イースター。そのポスク料理に欠かせな

い卵を使ったオードブルです。ボイルした

小エビにディル、マスタード、白ワインビ

ネガー、マヨネーズを合わせ、塩コショウで

味を調えて、半分に切ったゆで卵の上に

添えます。仕上げにディルをあしらって。

design: Kaj Franck

design: 
Stefan Lindfors

食卓に
楽しい輪を描く
カラフルストライプ。
design: 
Alfredo Haberli

iittala Sarjatonサルヤトン
Plate/Metsa 26cm、
Deep plate/Letti 22cm　　￥2,800～

Stavangerflint
Nordkappノードカップ　Plate/20cm

ナチュラルな表情
に温かみと
気品溢れる
デザイン。

物静かな引き立て役

design: 
Harri Koskinen + 
Musuta

Green

Orange

Celadon green

Turquoise

Pearl grey

Letti

Metsa

iittala Kastehelmiカステヘルミ
Plate/10・17・26・31.5cm、
Bowl/11cm 230ml　　　　￥1,200～

Cecilieセシリー
Plate/16・20・27cm、Oval Plate/40cm、
Bowl　　　　　　　　　129.00kr～

design: Oiva Toikka

表情豊かに
光の陰影を描く
ガラスのしずく。

Clear

Light blue

Apple green

Terracotta

iittala Teemaティーマ
Plate/12・15・17・21・23・26cm、
Mini Serving、Square Plate、etc.￥1,000～

PENTIK Edenエデン
Plate/18・21・25・28cm、Bowl
€18.80～

Warm Dishオーブンディッシュ
S：W26.5×D21×H7cm、L：W36.5×D29.5×H7cm
￥6,000～

Miss Etoile Cupcake 3 Plates
Plates/17cm×3　￥6,600

上品でナチュラル
柔らかな表情

design: 
Lasse Kovanen + 
Minna Niskakangas

Grey

Red

Kermansavi
Heinä

Figgjo

1885年に設立されたポルシュグルンは、

ノルウェーを代表するテーブルウェアメー

カー。高温で焼成される磁器は際立つ

白さとしなやかな艶をそなえ、有害物質

を含まない高い品質ゆえに世界中のカ

フェ、ホテル、レストランで愛用されている。

魚のカッティングボードは

アンティークとして

人気アイテムのひとつ。

www.porsgrund.com/

Porsgrund

Stavanger Fajansefabrikkという名前で

1949年に創業。1952年Stavangerflint

（スタヴァンゲルフリント）に社名を変更。

ノルウェーの自然や大地をイメージさせる

温かみのある独特の色合いと素朴な

表情が魅力。Kåre Berven Fjeldsaa、

Inger Waage、Turi Gramstad Oliverな

ど数多くの有名デザイナーが活躍した。

1968年にフィッギオと合併し、1979年に

は惜しくも閉窯した。

1874年創業。ノルウェーの老舗陶磁器

メーカー。1975年以降は、ARABIAや

UpsalaEkebyへと経営権を移し、1979

年に閉窯するまで多彩な器が作られた。

いずれも懐かしくて

味わい深い。

PENTIK

Gefle/Upsala Ekeby
Agneta

Sagaform

「デンマーク風」を意味するダンスクは

1954年に設立され、スカンジナビアモダ

ンアートをコンセプトに、キッチンツールや

テーブルウェアなど、モダンなデザイン性

だけでなく、機能性・実用性に富んだ製

品を送り出している。

www.dansk.com/

DANSK

2008年コペンハーゲンに設立された新

進インテリアブランド〈ミス・エトワール〉。

Anne Lassenによるデザインはキッチン、

ファニチャー、アクセサリーと生活の多岐

にわたり、フェミニンでエレガントな世界観

で多くの女性のハートをつかんでいる。

www.missetoile.dk/

Miss Etoile

1944年設立のデンマークで人気の陶磁

器メーカー〈エスラウ〉。なめらかでシンプ

ルなフォルムと耐熱・耐久性に優れた硬

質磁器の耐熱皿は、オーブン料理や電

子レンジ使用に重宝する。ぜひ専用の

ホルダーとともに使いたい。

www.eslau.dk/

Eslau

Tine BroksoとKaren Kjaldgard-Larsen

によって2000年結成されたプロダクトブ

ランド。独創的なアイデアと機能性から

生まれたユニークで洗練されたデザイン

は、数多い北欧プロダクトの中で、今もっ

とも注目されている。

Höganäs Keramik

design:
Karin Björquist

Rörstrand Nobelノーベル
Plate/21・25cm、Under platter/31cm、etc.
649kr～

Rörstrand Mon Amieモナミ
Plate/18・26cm、Bowl/16cm 600ml
￥3,200～

Gustavsberg BERSAベルソ
Plate/18・22cm　　　　　￥7,400～

優雅で格調高い贅沢な
ひとときを。

Green

Yellow

White

Soup bowl

楽しくリズミカルな
野菜たちの饗宴。

白い磁器に映える
幾何学リーフ模様。

優美なブルーが際立つ
テーブルの華。

整然かつ大胆に描かれた
北欧デザインの傑作。

design:
Marianne Westman

design:
Hanna Werning

Rörstrand Kulinaraクリナラ
Plate/23cm、Serving dish/19・35cm
Bowl/8.7・13・17・28cm　　￥2,200～

Höganäs Keramik
Plate/20・26cm、Deep Plate/20cm
Bowl/0.5・1.5・2.5L  
Bowl with Handles/0.35・5L  ￥2,000～

ゲフレ/ウプサラ・エグビー

design:Stig Lindberg

www.gustavsbergdesigncenter.se/

ARABIA iittala

1938年に登場したカイ・ボイスンのカトラ

リーは、その高い品質と美しいフォルムで

デンマーク国内はもとより、70年以上に

わたり世界の人 を々魅了し続けている。

デンマーク王室御用達。

幅広いプロダクトを手掛けているジョージ

ジェンセン。1904年の創業以来、「実用

性と美の融合」の理念のもと、建築家や

アーティストとともに、シンプルでエレガン

トな多くの傑作を生み出している。

www.kaybojesen-denmark.com/ www.georgjensen.com/

Kay Bojesen Georg Jensen

ケラマンサヴィ
ヘイナ

bowl

Lillemor

Agneta

Variant

Smide

植木鉢の製造で1937年に創業したクロ

ニーデン。1953年にNissen、1977年に

Bing＆Grondahlに経営を移し1988年に

閉窯した。DANSK創始者でもあるデン

マーク人デザイナーJens H. Quistgaard

の手掛けたReliefシリーズは、1960年代

から継続してつくられ、最終的にはRoyal 

Copenhagenに引き継がれた。日本の陶

器に通じる落ち着いた魅力は、今もなお

ヴィンテージとして人気を集めている。

「ディナーセットを粉砕せよ」のスローガ
ンのもと、1950年代にARABIA、カイ・フ
ランクによって提唱されたキッチン革命。
それまでの格式張ったディナースタイル
をシンプルに自由な発想で変革し、収納
力や自由度・汎用性、テキスタイルの活
用などによって、北欧モダンデザインの
潮流を生み出す。女性の社会進出めざ
ましい時代にあって、シンプルで機能性
に富んだ製品は家事の負担を軽減し、
新たな暮らしのスタイルとして多くの支
持を集めた。その原点には日本の民藝
運動や和食器・和食のスタイルが大きく
影響していたと言われている。

Kronjyden

Sagaform Retroレトロ
Side plate/21cm、Bowl/14.5cm
￥1,500～

Blue Fluted Megaブルーフルーテッドメガ
Plate/17・19・22・27cm、
Deep plate/17・21cm  ets.  ￥4,500～

Blue Fluted Plain
ブルーフルーテッドプレイン
Plate/11・17・19・22・25・27cm、
Deep plate/21・23cm  ets.  ￥4,000～

料理を美味しくする
控えめな存在感。 design:

Lotta odelius

design:Front

Brunette 
Casserole

Daisy

Safran

Lotte

design: 
Turi Gramstad Oliver

Korulen

Cecilie Platina

Cecilie Gull

優雅で
エレガントな
枝葉の陰翳。
design: 
Maud Gjeruldsen
Bugge

RoyalCopenhagen

RoyalCopenhagen

design:
Anne Lassen

design:
Karen Kjældgård-Larsen

繊細で気品に満ちた
デンマークの
文化遺産。

キュート＆エレガントに
女の子の想いを凝縮。

しっとりと印象深い
燻銀の魅力。

伝統のパターンを大胆に
あしらったモダンテイスト。

normann COPENHAGEN
機能性から生まれた独特のフォルム。

www.normann-copenhagen.com/

design: 
Ole Jensen

シンプルな機能美、
ずっしりとした存在感。

Eslau mille Gratin dishミッレグラタン皿
S：W18×D15×H7cm、M：W24×D19.5×H7cm、L：W32×D24×H7cm ￥5,200～
Flan dish holder/スチール ￥2,000～

Kronjyden Relief レリーフ

design: 
Tue Poulsen

design:Jens H Quistgaard

大胆でのびやかな
手描きの幾何学模様。

DANSK Arabesqueアラベスク
Dinner plate/20・28cm、Pasta bowl/20.5cm 
Small Fish Platter/29×18.5cm ets. ￥3,000～

DANSK 
bubble CONFETTIバブルコンフェティ
Salad plate/21cm、Dinner plate/24cm、
Fruit bowl/11.5×H6cm etc. ￥1,000～

遊びごころをくすぐる
カラフル＆キュートなガラスの器。

design:
Niels Refsgaard

食卓に変革をもたらす
きっかけになった〈和のスタイル〉

Cutlery

最高級ステンレスから生まれた
究極のカトラリー。

ヤコブセンの傑作
美しさタイムレス。

design:Kay Bojesen

design:
Arne Jacobsen

1856年創業のスウェーデン王室御用達

の老舗カトラリーメーカー〈ゲンセ〉。伝

統からモダンデザインまで幅広いライン

ナップを取り揃えている。Folke de luxe

シリーズはニューヨークタイムズの「近代

のベストデザイン100選」にも選ばれた。 www.gense.jp/

GENSE

スレンダーな
機能的フォルム
気品に満ちた
逸品。

design:
Folke Arstrom

AJ Cutlery Folke de luxe

1790年の創業以来、北欧で最も有名な調理器具ブランド

のハックマン。耐久性に優れた品質と機能美を併せ持ち、

リサイクルへの取り組みも注目され、多くの料理人にも愛

用されている。ムーミンのカトラリーシリーズは人気が高い。

1919年創業のデンマークの木製キッチ

ンツールメーカー〈スキャンウッド〉。木製

カトラリーやキッチンツール、オフィス小物

など、デザイン性にも優れた温かみのある

木製品を数多く手掛けている。

www.hackman.fi/

HACKMAN ScanWood高品質カトラリーとムーミンのコラボレーション。

design（original picture）:
Tove Jansson

Moomin cutlery

scanwood.dk/

しっくりと手に馴染む木のぬくもり

1 2

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。

スウェーデンの銘窯Rorstrandの

Mon Amieの復刻版プレートを

2枚セットで5名様にプレゼント！Grand Prix Cutlery

EgersundStavangerflint

Royal Copenhagen

Gustavsberg

Rörstrand

※表示価格には消費税は含まれておりません。また国内販売価格は変更される場合もあります。



外観は北欧テイストをちりばめながらも都市景観にしっくりと馴染むアーバンな装い。

木を贅沢に使ったシンプルな室内は

ナチュラルで落ちついた空間に仕上げられている。

確かな住宅性能に支えられた快適とともに

いざとういう時も安心な住まいだから

家族の暮らしをずっと見守り続けてくれる。
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■敷地面積／156.87m2（47.45坪）

■延床面積／124.82m2（37.75坪）

■1階面積／  57.33m2（17.34坪）

■2階面積／  67.49m2（20.34坪）

■小屋裏面積／  14.25m2（  4.31坪）

■構造／2×6壁工法、2×8屋根工法

●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

安心で快適な住宅性能と

心地いい空間のための工夫。

3

地震の時も安心で、冬暖かい住まい――そんな性

能重視の住まいづくりを考えていたSさんご夫妻。

その想いは高機能住宅で実績のあるジューテック

ホームとの出会いによって、一気に具体化する。

ベースとなったのは地震にも堅牢な2×6工法と気

密性・断熱性に富んだ構造。地震の不安を解消し、

冬場の寒気を寄せつけない断熱性に加え、夏場

の遮熱性を格段に高めた屋根の2×8構造によっ

て、年中快適な室内環境を実現できた。目には見

えない構造部分の住宅性能が、永く快適に住まう

ためには、まず何よりも大切だ。

家族それぞれの想いに応えて

住まい全体の調和も図る。

白を基調に明るいグリーンを配した清潔感あるキッ

チンは奥さまの想いをカタチにしたもの。キッチンを

中心にした回遊式のレイアウトが機能的だ。コン

パクトに動きやすい工夫がなされたご両親が暮らす

1階フロア。ブルーの壁面をアクセントにした爽や

かな印象の子供部屋。家族それぞれの想いを満た

しつつ、空間全体の一体感も意識されているため、

二世帯住宅でありながら開放的で明るい空間に

なっている。的確な提案とアドバイスによって満足

な住まいに仕上がったというSさんの言葉どおり、

あらゆる面において心地いい住まいだ。

木の香りに抱かれた二世帯住宅は
家族それぞれの想いを満たす
調和のある住まい。

床と天井に無垢材を使った2階キッチン。
生活動線を意識した回遊式レイアウト。

木を贅沢に使った

やすらぎの創エネ住宅。

無垢材がふんだんに使われた床と天井、壁面は白

を基調としたシンプル＆ナチュラルな室内空間。

1・2階全面に蓄熱式温水床暖房を装備することに

よって、真冬でも他の暖房機器を必要としない。室

内の空間全体が温度差のない心地いい暖かさに

保たれ、とても快適。当然ながら冷暖房などの光

熱費もぐ～んと節約できる。さらに太陽光発電シ

ステムによって、電気代も大幅に低減。住まいか

らエネルギーを捉えた創エネ住宅として、エコロジー

のみならず家計にも大きく貢献している。

吹き抜け

WIC

キ
ッ
チ
ン

リビング

1・2階全面に蓄熱式温水床暖房を装備。ヒートショックのない快適な室内空間を実現。
同時に上下階の防音効果も高められた。

東京都 S邸
H a r m o n i o u s l y  & F u n c t i o n a l i t y

洋室 ダイニング
玄
関

和室 小屋裏
収納

ウッドデッキ

洗
面
室

明るいビタミンカラーを
配し、タイル貼りの床が
清潔感溢れるキッチン。

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和

スウェーデン製木製3層ガラスサッシとウッドバルコニーを
アクセントにしたアーバンな外観が街並みにしっくり溶け込む。
屋根には太陽光発電システムを搭載。

S
I
C

子供室
上部吹き抜け

キ
ッ
チ
ン

リビング
ダイニング

ウッドバルコニー

ホール

洗面室

小屋裏

UP UP

DN
DN

門扉や植栽の配置も秀逸なエクステリア。

壁の一面だけに爽やかな
ブルーを配した子供部屋。
生活動線を考慮して
右手の扉から2Wayの
ウォークインクローゼットへつながっている。

デッキとフェンスに無垢材を使った奥行きたっぷりのバルコニーは、
アウトドアリビングとしても活躍。

カーポート

和室



明神ヶ岳ルートマップ

北欧スイーツキッチン
マフィンといえばイギリスが有名ですが、北欧でもとてもポピュラーなお菓子です。
これから夏にかけてたくさんのベリーが出回る季節。バターの代わりにクロテッド
クリームを使い、たっぷりのベリーで春らしく、軽く風味豊かな生地に仕上げました。

・クロテッドクリーム
・てんさい糖�
・塩
・卵
・薄力粉�
・ベーキングパウダー
・牛乳
・ベリー*
・けしの実

100g
70g

2g
1個（約50g）

170g
4g

50g
120g
適量

それぞれの国や土地には、それぞれに食

の文化があり、その土地を理解する上で

食は不可欠だ。と同時に日本の食文化を

見つめる機会でもある。食のグローバル

化が進み、世界中の食材・料理を手軽に

楽しめるようになったものの、私たちの食

卓は本当に豊かになったのだろうか。昨

年12月に「和食」がユネスコの無形文化

遺産に登録され、世界各国で定着しつ

つある日本食だが、国内に目を転じてみる

と、その伝統は急速に失われつつある。

歳事や冠婚葬祭によって継承されてきた

和食の伝統も途絶えようとしている。竹内

さんは日本の食文化にも目を向け、季節

感や歳事といった自然や文化を大切にし

たいと語る。母から子へと受け継がれて

きた食の伝統を若い世代に伝えてゆきた

いという想いも強い。食育の根本とも繋

がる食の伝統を家庭で活かしてもらい

たいと、レッスンにも積極的に取り入れら

れている。日本と海外の食文化に通じ

た広い見識から、きっと日常生活に役立

つ様 な々ヒントが得られるに違いない。

　食器や小物、ちょっとした雰囲気で変

わる食事。日頃の食卓をもっと素敵に…、

特別な日やパーティの際はよりいっそう重

要となるテーブルコーディネート。興味を

お持ちの方は、まず体験レッスンに参加さ

れてみてはいかがだろうか。　

■テーブルコーディネート＆おもてなし講座
　〈2時間30分〉5,000円（材料費込み）

■お料理デモンストレーション＆パーティ講座
　〈3時間〉8,000円（ビジター料金・材料費込み）

　●その他、薬膳＆中国健康茶、ティーパーティなど
　　様々な体験レッスンが用意されています。

　The Table“ALICE”詳細はWebサイトでご確認を。
　http: / / tablea l ice . jp /
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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。2014SP

個人情報保護シート

個人情報保護シート

竹内 薫さん第27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。

●2000年よりテーブルコーディネート、おもてな
　しサロンThe Table“ALICE”（横浜都筑区）
　にてレッスンを行う。その傍ら、店舗ディスプ
　レイなどでテーブルコーディネートを手掛ける。
●2009年「テーブルウェア大賞～優しい食空
　間コンテスト（東京ドーム）」入賞。
●現在、レッスンや百貨店などでテーブルコー
　ディネートの他に、中国茶、薬膳のイベントな
　ど多彩に活動中。

・テーブルコーディネーター・フードコーディネーター
・紅茶コーディネーター・ディスプレイクリエイター
・プロトコールマナーアドバイザー
　（プロトコールジャパン株式会社）
・西洋料理・中国料理・日本料理マナー講師
　（社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会認定）
・礼法講師・漢方養生指導師
・中国茶講師
　（中国茶礼の祖、故 林易山氏に師事。世界的に
　有名な台湾の「天仁茶藝文化基金」にて取得）

〈テーブルコーディネート展示〉
・横浜山手洋館 べーリックホール
・エリスマン邸
・横浜山手西洋館 ブラフ18番館

＊協力／自然焼菓子工房roco

先駆けてテーブルコーディネートの知識や

テーブルマナー、表現のスキルアップに努

めた竹内さん。その豊富な知識とセンスと

ともに、きめ細やかな心づかいで多くの

女性の心をつかみ、小さな集まりから始

まった教室は口伝てに広まり、今では基礎

を学びたい初心者からスペシャリストを

目指す経験者まで総勢100名を超える。

さらにセンスを買われて、店舗やイベント

などのディスプレイを手掛けることも多く、

テーブルだけに留まらず、料理やインテリ

ア、フラワーアレンジ、ディスプレイデザイン

など、テーブルコーディネートから食環境

プロデュースへと活動の幅も拡がった。

竹内さんの多彩な活動の原点には、命や

暮らしに直結している食と真摯に向き合

い、常におもてなしのこころを持って取り組

む姿勢がある。客を思いやる気持ちを大

切にした上質な気づかい――それを上手

にテーブルに表現することに他ならない。

シチュエーションに応じたプランニングや

アイデアもさることながら、手づくり感ある

調和した空間づくりによって、華麗な演出

だけでは、けっして得られない優しさと心

地よさをも与えてくれる。料理の隠し味は

愛情だと言われるが、それはテーブルに

おいて、より大切なのかもしれない。

　活動の合間には食べ歩きや雑貨探し、

骨董市などへと出掛け、時間がゆるせ

ば旅行でリフレッシュするという竹内さん。

旅先での食事はとくに楽しみなのだとか。

　

　料理を美しく、おいしく彩ってくれる食

器、花、ファブリック、キャンドル…。そんな

名脇役たちの演技を巧みに引き出し、豊

かな表情と多彩なストーリーによって食卓

を華麗に演出するテーブルコーディネー

ターの竹内薫さん。そんな技術とセンスに

加え、細やかな配慮とおもてなしの心を

大切にした教室〈テーブルアリス〉を主

宰している。素材を活かし、アイデアと創

造力で美味しい料理をつくるのが料理

人だとすると、テーブルコーディネーターは

その料理を取り巻く空間や環境をづくる

――まさに演出家の役割だ。

　予てより料理が好きで、食に関する

様 な々ことに興味を寄せていた竹内さん

が本格的にテーブルマナーとコーディネー

トの知識習得に目覚めたのは、子育ても

一段落した20年前に遡る。世間では食

育や地産地消など食への関心が高まり、

スローフードにも目が向けられ、家庭での

食事のあり方を見つめ直す動きも活発

になった。ホームパーティが注目されはじ

めた時期でもある。そんな時代の流れに

　

材　料

❶ボウルにクロテッドクリームとてんさい糖、塩を加えて
　ヘラを押し付けるようにして均一になるように混ぜる。

❷ハンドミキサーに替えて白くふわっとなるまでよく混ぜる。

❸卵の1/3を加えてよく混ぜ、残りも2回に分けてその都度
　よく混ぜる。

❹薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるい、1/3を③
　に加えてゴムベラで大きく混ぜる。

❺粉気が残っているうちに牛乳の半分を加えて混ぜ、
　全体がまだ混ざりきらないところで残りの粉の半分を
　加え、大きく混ぜる。

❻残りの牛乳を加えて少し混ぜたら粉をすべて加え、粉気
　が少し残るくらいまで混ぜる。

❼ベリーを加えて7～8回混ぜたら、マフィンカップを入れた
　マフィン型にスプーンなどで均等に入れていく。

❽けしの実をたっぷり散らして180℃で約30分焼く。型から
　取り出して網の上で冷ます。

明神ヶ岳
  Myojingatake 1,169m

神奈川県南足柄市と箱根町の境に位置し、箱

根山の外輪山の一角を成す明神ヶ岳。富士山

から箱根の山々、相模湾など、360度の開放感

いっぱいの眺望が魅力だ。新緑鮮やかな4月か

ら5月頃はとくにおすすめ。今回ご紹介するのは、

仙石から金時山への分岐にあたる矢倉沢峠を

経て、尾根づたいに明神ヶ岳へ。帰路は宮城野

へと下るコース。健脚ならば、金時神社もしくは

矢倉沢峠を起点に金時山へ足をのばすことも

可能。前日あるいは下山後に宮城野や仙石原、

強羅に宿泊して、温泉でゆっくりするのもいい。

●箱根町観光協会 Tel.0460-85-5700・箱根町観光情報ポータルサイト http://www.hakone.or.jp/
●箱根登山バス小田原営業所 Tel.0465-35-1271・http://www.hakone-tozanbus.co.jp/
●箱根ナビ http://www.hakonenavi.jp/
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●新春の展示
　（山手洋館エリスマン邸・2014年）

●ハロウィンの展示（山手洋館べーリックホール・2013年）

●季節のおもてなし＆テーブル講座より ●ティーパーティーアドバイザー講座より

住宅補助を活用する消費税増税後の

賢い住まいづくり

WELL-DO Check!!

4月1日からいよいよ消費税8％になり、家計の負担も増大します。ところが

住宅の購入に関してはむしろチャンスだということをご存じですか。増税

分の負担を大きく軽減してくれる手厚い補助があるからです。「住宅ロー

ン減税」や「すまい補助金」などの制度を上手に利用すれば、増税前より

もオトクになるケースがあります。そこで増税後に住宅の購入を検討され

る場合、ぜひとも確認しておきたい住宅の補助についてご案内します。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●住宅の補助に関するご質問・住宅資金のご相談等
　ジューテックホーム（株）までお気軽に！

Access＞往路／　箱根湯本駅⇒〈箱根登山バス25分〉⇒仙石
　　　　　帰路／宮城野支所前⇒〈箱根登山バス17分〉⇒箱根湯本駅
※車の場合は金時神社の駐車場を利用可能。（帰路は宮城野から金時神社までバス・タクシーを利用）

Course time＞①仙石バス停（　金時神社）→0：45→②矢倉沢峠→1：15→③火打石岳コル
→1：00→④明神ヶ岳→0：45→⑤鞍部→0：45→⑥明神ヶ岳入口→0：15→⑦宮城野支所前バス停
total＞4時間45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。

北欧のおいしいお菓子○ベリーマフィン

作り方

テーブルコーディネーター
 The Table“ALICE”主宰

●お料理＆パーティー講座より

（マフィン型6個分）

Weekend Hiking   Spring
＊週末ハイキング案内＊

＊ベリーは、苺・ラズベリー・ブルーベリー・
　クランベリーなどをお好みで。
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火打石岳方面より明神ヶ岳

火打石岳から明神ヶ岳への縦走路 明神ヶ岳山頂より富士山

2500万円の住宅を購入した場合の増税前と増税後の
シミュレーション

Berry
muffin

住宅ローン減税
消費税5％のときと比べて

最大200万円も多く戻ってくる！
（消費税率8％の場合）

すまい給付金
最大30万円が戻ってくる！

（消費税率8％の場合）

住宅価格
2500万円

住宅価格
2500万円

消費税5％125万円
消費税8％200万円

住宅ローン減税
最大300万円

住宅ローン減税
最大500万円

住まい給付金
30万円

増税前
消費税5％

増税後
消費税8％

住宅補助を
利用した場合

住宅補助を
利用した場合

〈長期優良住宅の場合の例〉

最大で
300万円

軽減！

最大で
530万円

軽減！

※年収・住宅の条件・仕様・お引き渡し時期などによって変わります。

住宅の補助に関する詳細、またシミュレーションについてもお気軽にご相談ください！

0　 　    500m       1km N

▲

▲

火打石岳
コル

仙石バス停

963

金時山

火打石岳

矢
倉
沢
峠

強羅駅 塔ノ沢
箱根湯本→

古くから燧石を産出した
ことが山名の起こり
登山道は北斜面を
巻いている

金時山往復
1時間20分

鞍部

923.9

小さなアップ・
ダウンが続く

登山口の
標識ありWC

WC
金時神社

1212.5

①

②

⑥

⑦

大
湧
谷
駅 早

雲
山
駅

姥
子
駅

▲
明星ヶ岳

箱根ロープウェイ

箱根登山
ケーブルカー

R138

仙石原

箱
根
登
山
鉄
道

R1

⑤

宮城野支所前バス停

481

明神ヶ岳
入口

460

910

586

明神ヶ岳
1169④958

③

988.5

946

867

▲

WC

金時山の眺望
が素晴らしい

開放的な
なだらかな登り

ガレ場の急登

360度の
素晴らしい眺望

大雄山
西乗寺→

↓箱根湯本

WC

足柄峠↑

←乙女峠

約20台（無料）

涸沢を渡る

低木茂る
なだらかな尾根

急斜面の下り

火打石岳への縦走路から
金時山（左後方に頭だけ出した富士山）

山頂より小田原方面
相模湾から江ノ島まで

眺望は抜群

山頂より鞍部へ向かう下り

650

もしくは



お申込み・ご依頼は●ジューテックホーム（株）WELLリフォーム
フリーコール0120-206-244までお気軽に！

快適生活情報誌WELL-DO  Vol.30  2014SPRING（春号）　2014年3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
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都筑局
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27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（　　　　　　　　　　　　）

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／2014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。

スウェーデンの銘窯Rorstrandのヴィンテージとし
て人気を誇るMon Amie（モナミ）の復刻版プレート
18cmを2枚セットにして5名様にプレゼント！
●約φ180×H20mm
■応募締切2014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。

▼

〈
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

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉

安全でお手軽なだけでなく、料理を美味しく仕上げてくれる最新

のIHクッキングヒーターを驚きの価格でご提供いたします。さらに

進化したIHクッキングヒーターで、調理がもっと美味しく、楽しくな

りますよ。ただし、台数限定〈3台（おひとり様1台）〉ですので、お

取替をお考えの方は、お急ぎください。

IHクッキングヒーター
取替キャンペーン開催中！
IHクッキングヒーター
取替キャンペーン開催中！

※絵柄・色調等は実際と異なる場合があります。

無料

キャンペーンの詳細はお尋ねください。

戸建・マンションのリフォーム全般承ります。お気軽にご相談ください。

イタリアを代表する美術館のひとつである「ポルディ・ペッツォーリ美

術館」は、ミラノ有数の貴族ジャン・ジャコモ・ポルディ・ペッツォーリ

の遺した邸宅を美術館として公開しているものです。本展では、ペッ

ツォーリ家が何代にも亘り蒐集し受け継いできた美術品や装飾品か

らなる珠玉のコレクションを日本で初めて紹介します。初期ルネサン

ス美術を代表する画家、ポッライウォーロの傑作《貴婦人の肖像》を

はじめ、数々 の名品により、ルネサンスから19世紀に至るヨーロッパ美

術の系譜をたどり、華麗なる貴族

文化の一端を展観していきます。

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館

華麗なる貴族コレクション

2014.4.4［金］～5.25［日］
Bunkamura ザ・ミュージアム

（渋谷・東急本店横）
●開館時間／10：00～19：00
　（入館は18:30まで）
　※開催期間中無休
　※毎週金・土曜日は21:00まで
　　（入館は20:30まで）
●観覧料〈当日（消費税込）〉
　大人1,500円、
　大学・高校生1,000円、
　中学・小学生700円
●アクセス
・ＪＲ線「渋谷駅（ハチ公口）」
　より徒歩7分
・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・東横線・田園都市線、
　東京メトロ・半蔵門線・副都心線「渋谷駅（3a出口）」より徒歩5分
●お問い合わせ／03-5777-8600（ハローダイヤル）

●http: / /www.poldi2014.com/

ピエロ・デル・ポッライウォーロ《貴婦人の肖像》
1470年頃 テンペラ・板 

W E L L R E F O R M
ウェルリフォーム

IHクッキングヒーター

取替キャンペーン
おいしさびっくリングIH
CS-PT31HNWSR  750タイプ本体価格400,000円（税別）

140,000円（税別）

工事費はご相談ください。

対流煮込み加熱で
旨味がしみわたる！
おいしさにびっくり。

※本体価格には別途消費税が掛かります。
※工事費は現場の状況により変わりますので、ご相談ください。お見積いたします。
※なお、予定数に達し次第キャンペーンは終了となります。ご了承ください。

特別ご提供価格

65％OFF
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