
L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和
大開放の窓から吹き抜けの開放空間へ
緑の風そよぐ、くつろぎの住まい。

Informationi 秋は窓まわりやウッドデッキ・
                    ウッドバルコニーなどの
　　　　　　　　木部のメンテナンス・塗装に最適です。
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北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ エプレカーケ

Exhibition i MAMプロジェクト022：ヤコブ・キルケゴール

P r e s e n t i 北欧の木製キッチンツールを
　　　　　　 　3点セットにして抽選で5名様にプレゼント！
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Scandinavian  wooden goods

北欧生まれの
木の雑貨と道具たち

W E L L R E F O R M
ウェルリフォーム

ウェルカムキャンペーン
日頃のご愛顧への感謝を込めて――

特典チケット付！
ダブル

読者様限定！
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北欧生まれの
木の雑貨と道具たち

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。

北欧のキッチンツールを
3点セットにして5名様にプレゼント！

巧みなデザインセンスと確かなクラフトマンシッブによって、カタチ作

られる北欧の木製品。さりげなく窓辺を飾る置物や玩具、機能的な

キッチンツール、食卓を彩るテーブルアイテムなど、洗練されていて

遊びゴコロも感じさせる北欧生まれの木の雑貨をご紹介します。
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Animals of the living room
リビングルームの仲間たち。

銀細工師として優れたカトラリーデザインを生み出したカイ･ボイスン。彼はまた
木の魅力に惹かれて、どうぶつの木製玩具も手掛けた。そのやさしいフォルムと
愛嬌たっぷりの表情は、木製玩具の代名詞にもなり、世代を超えて愛され続け
いてる。2011年以降、KAY BOJESEN DENMARKから復刻版として登場。
木製玩具の域を超え、秀逸なインテリア・オブジェとして部屋を彩ってくれる。
www.kaybojesen-denmark.com/

KAY BOJESEN DENMARK
カイ･ボイスンの秀逸な木製玩具

KAY BOJESEN DENMARK
The Bear
●オーク・メープル●約W90×D75×H115mm（座った状態）
￥19,000

KAY BOJESEN DENMARK
The Dog
●ウォールナット（オイル仕上げ）
●約W64×D187×H102mm（四本足・尾を垂直にした状態）
￥17,000

KAY BOJESEN DENMARK
The Monkey S
●約W160×D60×H255mm（腕を上げた状態）
●チーク・リンバ（オイル仕上げ）￥22,500

KAY BOJESEN DENMARK
The Elephant
●約W98×D162×H130mm●オーク ￥32,000

KAY BOJESEN DENMARK
The Hippo
●約W50×D212×H88mm（鉛筆：約85mm） 
￥17,000

KAY BOJESEN DENMARK
The Rabbit
●約W60×D77×H155mm（立った状態）
●オーク　￥16,000

ARCHITECTMADE 
Mermaid
●Design: Hans Bølling
●約W130×H170mm
●メープルウッド・オークウッド
￥18,500

ARCHITECTMADE Wood Bird
●Design:Kristian Vedel
●Small BIRD:約H75×W40mm     ￥6,400
●Large BIRD:約H125×W65mm   ￥8,800
●Chubby BIRD:約H105×W95mm ￥11,400
●オーク〈Smoked Oak・Natural Oak〉

Natural Oak 
Small

Natural Oak Chubby

Natural Oak 
Large

Smoked Oak 
Small

Smoked Oak 
Chubby

Smoked Oak 
Large

ARCHITECTMADE 
Duck and duckling
●Design:Hans Bølling 
●Duck:H180mm ￥16,800
●Duckling:H90mm ￥9,345
●チーク材（オイル仕上げ）

建築的思考から生まれた妥協のないデザインを、職人の高度な技術と精度に
よって、より高いクオリティを追求しているARCHITECTMADE。洗練されたフォ
ルム、優美で斬新な創造性が魅力。ポール・ケアホルム、フィン・ユール、ヨーン・
ウツソン、ピーター・カーフ、クリスチャン・ヴェデルなど、デンマークを代表するデザ
イナーの名作を復刻し、時代を超えるデザインとして送り続けている。

www.architectmade.jp/

ARCHITECTMADE
アーキテクトメイドの優美で洗練されたデザイン
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1946年創業のスウェーデン老舗木工インテリアメーカー。豊か
で良質な木材を活用して、キッチンなどの実用的な生活雑貨か
ら装飾品まで、確かな技術力でさまざまな木製インテリアアイテ
ムを手掛けている。素朴で親しみやすいデザイン、とくにクリス
マスアイテムには定評があり、
その豊富なラインナップも
魅力のひとつ。

www.larssonstra.se/

LARSSONS TRA
ラッセントレーの良質な木製プロダクト

Larssons Tra 
Bird Small
●White・Green・Yellow・Blue・
　Red・Orange・Lime
●Small約W48×D25×H30mm  各￥1,000
●Large約W95×D45×H50mm  各￥1,800
●白樺

White

Bird Large

Green

Yellow

Blue

Red

Orange

Lime

KAY BOJESEN DENMARK
Songbird
●KAY・Peter・Ruth・Otto・Pop・Sunshine
●Duckling:H90mm　各￥9,000
●ブナ

ARCHITECTMADE 
Owl
●Design:Paul Anker Hansen 
●約H170×W90mm ￥13,800
●オーク

ARCHITECTMADE 
Oscar
●Design:Paul Anker Hansen 
●約H130×W135mm ￥13,800
●ビーチ・メープル・ウェンゲ・革

PUULELUT Moomin Wood Doll
・Moomin：H72×W38×D54mm・Floren：H72×W38×D54mm
・Moominpappa：H85×W38×D45mm　
・Moominmamma：H75×W38×D52mm
・Snufkin：H93×W38×D43mm・Little My：H60×W30×D30mm
・the Hattifatteners：H70×W38×D38mm 　各￥2,900
●木製・一部フェルト

Kitchen tools
楽しく便利なキッチンツール。

moominproductgallery.com/

Trivet

Veico  Pot watchers
・Elk：47×50×7mm・Reindeer：47×51×7mm
・Calf cow：41×42×7mm・Pony：43×50×7mm
・Chicken：43×32×7mm・Cat：41×33×7mm
・Hedgehogs and mushrooms：48×49×7mm　●白樺　各￥600

Reindeer
（トナカイ）

Elk
（ヘラジカ）

Calf cow
（仔牛）

Chicken
（にわとり）

Hedgehogs and mushrooms
（ハリネズミときのこ）

Cat
（ねこ）

2001年、フィンランドのケウルの町に小さなハンド
クラフトカンパニーとして誕生したVeico（ヴェイ
コ）。ナチュラルで遊び心のある実用雑貨を数多く
手掛けている。木の風合いを活かしたポットウォッ
チャーやカトラリーレストなどが、キッチンやテーブル
をほっこり、なごませてくれる。

VEICO
ヴェイコのほっこりキッチンアイテム

Pony
（ポニー）

www.veico.fi/

1919年創業のデンマークの木製キッ
チンツールメーカー。機能性にデザイ
ン性を併せ持つ良質のプロダクトで知
られている。木の有する素材の美しさ
が最大限に活かされた製品は、使いや
すいだけでなく、美しく味わい深い。
scanwood.dk/

SCANWOOD
存在感のある木製キッチンツール

フィンランドを代表する著名な建築家アルヴァ・アアルトが1936年に手掛けた
有名なAlvar Aalto Vase（ガラス器）を、そのままサービングプラターとして再現。
フィンランドの湖からインスピレーションを
得たというフォルムがテーブルを
個性的に演出。

ALVAR AALTO

アアルトの名作を木で再現

100年以上の伝統を守り、シンプルで
機能的な暮らしの道具をつくり続けて
いるイリス・ハントバーク。天然素材を
材料に、視覚障害を持つ熟練したクラ
フトマンシップによって、ひとつひとつ
手づくりされたブラシは、機能美の粋を
感じさせる。
www.irishantverk.se/

IRIS HANTVERK
スウェーデンの天然木を使用し、手作
業による伝統技術で仕上げられた生
活の道具は、素朴で使い込むほどに
愛着も深まる良品。
hantverksboden.se/

後片付けの良き相棒イリス・ハントバーク暮らしに馴染む良品スカンジナビスク・ヘムスロイド

ScanWood  
Spatula DX
●約H265×W74mm
●オリーブ  ￥1,500

ScanWood  
Salad set
●約H290×W95mm
●オリーブ  ￥2,800

ScanWood  
Chopsticks
●約H240mm ￥1,200
●約H330mm ￥1,300
●オリーブ

ScanWood  
Butter Knife
●約H170×W285mm ●オリーブ ￥600

巨匠フィン・ユールの生誕100周年を記念して復刻されたウッドボウル。
職人の手作業によって、1950年代初頭のオリジナルを忠実に再現。

ARCHITECTMADE 
FJ Bowl
●Design:Finn Juhl 
●約φ150×H52mm
●チーク  ￥32,500

Iittala
Aalto Wooden 
Serving Platter L
●Design:Alvar Aalto 
●約355×436mm 
●オーク ￥13,000

ウッドボウルの名品

FINN JUHL

なべ敷きいろいろ。

Skandinavisk Hemslojd
Pot mat-Reindeer
●約W160mm×D160mm
●ハンノキ ￥2,200

Pot mat-mosaic
●約φ180mm
●ハンノキ ￥2,700

Pot mat-Fish
●約W220mm×D150mm
●ハンノキ ￥1,900

Larssons Tra 
Plus Trivet
●約W150×D150mm
●オーク  ￥2,200

majamoo Trivet
●Design:Jani Martikainen ●白樺
●S：W155×D120mm ￥3,300
●L：W210×D175mm ￥4,200

1998年設立のmajamooは家具デザイナーのヤニ・マルティカイネンがデザイン
を手掛け、革新的かつナチュラルな高品質テーブルウェアを生み出すデザイン
カンパニー。軽量で強度優れた曲線的なプライウッド製品を得意としている。
www.majamoo.com/

MAJAMOO
ナチュラルで斬新なマヤムー

1994年に設立されたサガフォルムは、
スウェーデンのキッチン・ホームウェア
ブランド。伝統とモダンの融合から生
まれた多彩で幅広いプロダクトで、世
界的なブランドとして知られている。
www.sagaform.com/

SAGAFORM
伝統とモダンの融合サガフォルム

1954年に小さなボタン専門店として
創業したaarikka。球体を巧みに使っ
たデザインとシンプルな素材感、カラフ
ルな色調、そして愛らしい表情で特に
木製の人形やオーナメントなどのクリ
スマスアイテムは絶大な人気を誇る。
www.aarikka.com/

AARIKKA
クリスマスの人気者アーリッカ

Sagaform
Oak 2way Trivet
●Design:Helene Tidemann
●約φ200mm
●白樺 ￥2,800

SKANDINAVISK HEMSLOJD

Iris Hantverk
Set of table brush
●Design:Lovisa Wattman 
●約W150×D120mm 
●ブナ・馬毛 ￥6,000

Washing-up whisk two windings
●約W140mm 
●エニシダの根 ￥1,800

Pan brush round
●約φ90×H70mm 
●カンバ・タンピコファイバー ￥3,300

Dish brush round
●約φ100×H75mm 
●カンバ・馬毛・タンピコファイバー ￥3,000

Vegetable brush
●約W125×D45×H34mm 
●カンバ・タンピコファイバー他 ￥2,400

スウェーデン・ダーラナ地方発祥の伝統工芸品ダーラナホース。元来、素朴な
子供のおもちゃとして作られていた木彫りの馬が、鮮やかな赤い色彩に塗られる
ようになったのは、銅鉱山の過酷な環境で働かされて赤く染まった馬をモチーフ
にしたからだとか。ヨーロッパで最大規模だったファールン銅山（世界遺産）の
残存物を原料とし、銅や酸化鉄、酸化ケイ素、亜鉛などの鉱物を含んだ赤褐色
のファールンレッドは建物や工芸品などに利用され、
スウェーデンのナショナルカラーとしてすっかり定着
した。1939年にニューヨークで行われた国際見本市
でダーラナホースは脚光を浴び、以後スウェーデンを
象徴する存在として世界的に知られるようになった。
馬は幸せの象徴であり、ダーラナホースは幸せを呼
ぶ馬として人々に愛され続けている。

Dalahäst ダーラヘスト

1859年設立のセルホルトはスウェーデンの伝統を継承しつつ、
モダンな感性を活かしたデザインを展開するライフスタイルカン
パニー。モダンなダーラナホースやキッチンウェア、ファブリック、
インテリアなど、いずれも小粋で温かみあるプロダクトが魅力。

SERHOLT SWEDEN
スカンジナビアの小粋な感性セルホルト

Serholt sweden 
Money Collector〈貯金箱〉
●約W100×D105×H140mm～W110×D130×H190mm
●木製  ￥1,800～2,300

Serholt Sweden
Dalahäst Greeting card
●約W150×H145mm  ●木製（裏面にメッセージ欄） ￥480

フィンランドの人々の暮らしに欠かせな
い白樺。木材のみならず葉や樹液そし
て樹皮までも大切に使われている。
tuohikori（トゥオヒコリ）はそんな白樺
の樹皮で編んだかごのことで、収穫し
てから加工まで大変手間暇のかかる
作業を経て編み込まれる。食料かご、
物を運ぶ容器として生活になくてはな
らないものとして受け継がれ、現在も
かごやバッグ、容器、家具、建築材料
など幅広く利用されている。

Tuohikori 
トゥオヒコリ

Birch bark Basket
●Design:Kaija Karri ●白樺樹皮
●M：W220×D220×H60mm ￥6,500

KAIJA KARRI
カイヤ・カッリの貴重な白樺工芸

1997年設立のVerso Designはフィンランドの
自然からインスピレーションを得て、自然素材を
使ったシンプルで機能的なプロダクトを手掛け
ている。フェルト、テーブルウェア、テキスタイル
など、環境に配慮した製品で注目されている。
www.versodesign.fi/

VERSO DESIGN
ヴェルソデザインの洗練された機能美

Verso Design
LASTU Birch Basket
●Design:Tuuli Burman, 
                Tuttu Sillanpää
●白樺・ウールフェルト
●S：W・D・H180mm ￥5,500
●M：W・D・H250mm ￥8,500

Sagaform
Oval oak cheese dome
●Design:Helene Tidemann
●約φ180×H175mm
●オーク・手吹きガラス ￥5,500

Sagaform
Oak mug coasters
●Design:Helene Tidemann
●約φ100×H64mm（6pack）
●オーク ￥2,800

Skandinavisk Hemslojd
Bread basket
●約W270×D175×H72mm
●ハンノキ ￥5,000

aarikka Joulumarjat
●S：約φ115mm（リング部分）
●白樺・他 ￥4,000

red

natural

ドアベルリング

テーブル用

なべ用（焦げ落とし）

フライパン・
なべ用

食器用

野菜用

＊表示価格には消費税は含まれておりません。＊標準価格は販売店・輸入状況等によって変動する場合もあります。



ツートーン‐カラーの瀟洒な外観。

エントランスから室内へ入ると、

大きく開かれた窓と吹き抜けのひろがりある空間には

陽光あふれて、自然の風が心地よく通り抜けてゆく。

木の香るリビングから続くウッドデッキが

移りゆく景色の橋渡し役となって、ゆるやかな時間を刻む。

かけがえのない、くつろぎのひととき…。

4

■敷地面積／170.70m2（51.63坪）

■延床面積／118.40m2（35.81坪）

■1階面積／  65.41m2（19.78坪）

■2階面積／  52.99m2（16.02坪）

■小屋裏面積／  24.84m2（  7.51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

暮らしに潤いを与える機能性と

さりげない〈しつらえ〉

3

開放的な吹き抜けのリビングからそのまま続くウッド

デッキは、アウトドアリビングとして暮らしを演出して

くれる。釣りが趣味だというNさんの希望で、ウッド

デッキには魚をさばくための大きめのシンクが設け

られた。バーベキューやパーティスペースとしても

重宝する。各部屋の一面だけにアクセントカラー

でさりげない装いを演出したり、窓や照明もそれぞ

れに配置が考えられ、リビングを中心にした室内

外の調和も素晴らしい。さまざまな工夫によって暮

らしの質も高められている。

上質の素材で仕上げられた

自然で等身大の住まい。

限られた敷地と予算のなかで、優れた居住性と家

族の想いを叶えるには、ムダのないプランニングと

さまざまな工夫が必要だ。Nさんは、総合展示場に

よくみられる非現実的で華美な住宅ではなく、等身

大のリアリティあるジューテックホームのモデルハ

ウスに共感を覚えたという。しかも木をふんだんに

使ったやすらぎある空間づくり、蓄熱式温水床暖

房（1階全面）のやさしい暖かさ、生活動線を考慮

した室内レイアウトなど、快適を支える魅力がギュッ

と詰まっている。そして何より、素地のしっかりとした

住まいだから、永く安心して暮らすことができる。

原点は木製サッシと

北欧のナチュラルデザイン。

北欧デザインに惹かれ、とくに木製3層ガラスサッシ

に魅せられたというNさんご夫妻。北欧の住宅にみ

られる、外光を上手く取り入れて明るい風通しのい

い住まいにしたい、という想いは、大開放の窓と吹

き抜けの広 と々した空間づくりによって実現した。

このひろがりある空間をつくるにあたって、何よりも

高気密・高断熱・高遮熱構造が不可欠。外壁や

屋根にとどまらず、木製3層ガラスサッシの優れた

断熱性によって、冬でも快適な住まいに仕上げら

れた。ゆったり快適な室内環境を支えているのは、

もちろん耐震・耐久・気密・断熱などの優れた基本

性能に他ならない。

リビング
（上部吹き抜け）

洋室ダイニング

ホール

小屋裏

DN

ウッドデッキ

室内の各所で壁面をさりげない装う
北欧モダンを意識したアクセントカラー。

トイレは壁の一面だけにフラワーパターンの
アクセントを添えて、明るい雰囲気に。

レンガで変化をもたせたアプローチのタイル。
玄関内とへと繋がるバルコニー軒裏の板張り。

スモークブルーとホワイトのツートーンカラーの美しい外観は、
大きな木製の窓がひときわ印象的。

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

リビングからそのまま続くウッドデッキ。
窓を開け放つとそのままアウトドアリビングに。

玄関 収
納クロゼット DN

UP

大開放の窓から吹き抜けの開放空間へ
緑の風そよぐ、くつろぎの住まい。

窓越しに周囲の緑が鮮やかなダイニング。
生活動線を考慮したLDK、パントリー、
洗面・浴室、玄関が繋がる回遊式の間取り。

リビングの大きな窓は採光とともに、
緑の借景が季節の移ろいを届けてくれる。

吹き抜けの大空間だが、
冬も蓄熱式温水床暖房（1階全面）だけで暖かい。

吹き抜けを効果的に使った2階への階段・廊下。
メープルの床とともに壁のラベンダーカラーがアクセントに。

キ
ッ
チ
ン

パ
ン
ト
リ
ー

吹き抜け 吹き抜け

小屋裏
収納

洋室

吹き抜け 主寝室

廊下

バルコニー

W
I
C洗

面
室

東京都 N邸
R e f r e s h i n g  w i n d  &  S p a c i o u s n e s s

大きめのシンクが設置されたウッドデッキ。
生活空間の一部として欠かせないスペースでもある。



北欧スイーツキッチン
ノルウェーでポピュラーな人気のケーキです。バターミルクが手に入ればヨーグルトの代わりに
使うとより本格的に。酸味のある紅玉が美味しいですが、ふじ等で代用してもよいでしょう。

・薄力粉
・アーモンドプードル
・ベーキングパウダー
・てんさい糖
・無塩バター
・ヨーグルト（無糖）
・卵
・卵黄
・りんご（紅玉）
・レモン汁
・てんさい糖
・シナモンパウダー

80g
30g

小1/2
70g
60g
50g
1個
1個
1個
小1

適量
適量

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。2014AU

個人情報保護シート

個人情報保護シート

＊協力／自然焼菓子工房roco

材　料

❶型の内側に軽く油（分量外）を塗り、クッキングペーパーを敷いておく。

❷皮をむいたりんごを8等分（くし型）に切り、レモン汁をまぶしておく。

❸バターとヨーグルトをボウルに入れ湯煎で溶かし、40℃にあたた
　めておく。

❹ボウルに卵を入れ泡だて器で軽くほぐし、てんさい糖を加える。湯
　煎にかけて砂糖を溶かし込むように混ぜ、40℃になったら湯煎を
　はずし、ハンドミキサーで白くもったりするまで混ぜる。

❺③を2回に分けて加えゆっくり混ぜる。

❻薄力粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダーを併せてふる入
　れたらゴムベラで粉気がなくなるまでさっくり混ぜる。

❼型に流し入れ、型ごと2、3回軽く落として空気を抜く。

❽をのせ、てんさい糖とシナモンパウダーをふりかけ、180℃で約35
　分焼く。焼き上がったら型から取り出し、網に乗せてあら熱を取る。

5

ジューテックホームは一棟一棟、我が子を送り出す

ように心を込めて住まいづくりに取り組んでまいりま

した。そんな想いをリフォームにも活かしたい――

そうして生まれたのがウェルリフォームです。ハウス

ケア、メンテナンス、リフォーム、リノベーションを通して、

皆様方の住まいを見守り、住まいのホームドクターと

してお役に立ちたいと願っています。これまでのご

愛顧への感謝とともに、より多くの方々にご利用い

ただく機会となりますよう、只今ウェルリフォームウェ

ルカムキャンペーンを開催中です。この機会にぜひ

ウェルリフォームをお役立てください。また、ご親戚・

ご友人・お知り合いのご紹介もお待ちしております。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●キャンペーンに関するご質問・ご相談、お見積・ご依頼は
　ジューテックホーム（株）ウェルリフォームまでお気軽に！

北欧のおいしいお菓子○エプレカーケ（りんごケーキ）

作り方（15cmスポンジ型）

24

お見積は無料！ 住まいの耐震診断も無料にて承ります。
リフォームに関することは些細なことでもお気軽にご相談ください！

2014年12月末までのご契約
下記のウェルリフォームウェルカムキャンペーンチケットを

モデルハウスにお持ちいただくか、または直接当社営業担当者にお渡しください。

読者様限定のキャンペーンです！

キャンペーン特典①ご紹介していただいた方

リフォーム金額10万円（税抜）毎に
5,000円のキャッシュバック！
リフォームのご契約10万円毎に5,000円をキャッシュバックいたします。

キャンペーン特典②ご紹介でリフォームされた方

リフォームされる方をご紹介いただいた場合
ご契約金額（税抜）2％相当の
『全国百貨店共通商品券』をご進呈！
お友達、お知り合い、ご親戚の方をご紹介いただき、ご成約の場合にはご契約金額

（税抜）2％相当の『全国百貨店共通商品券』をご進呈いたします。（上限は10万円）
※ご成約金額50万円（税抜）未満は対象外です。

※戸建・マンション・店舗などリフォームの内容・規模は問いません。

　ただし特典はご契約金額10万円以上（税抜）で10万円単位となります。

 〈ご契約金額10万円（税抜）未満は対象外です〉

※いずれの特典も他のキャンペーンや特典との併用はできません。

キャンペーン期間・申込方法

特典①ご紹介していただいた方
ご紹介をいただいた場合は、ご契約金額（税抜）2％相当の
『全国百貨店共通商品券』をご進呈！
特典②ご紹介でリフォームされた方
リフォーム金額10万円（税抜）毎に
5,000円のキャッシュバック！

Before
After
リフォーム後  

Eplekake

W E L L R E F O R M
ウェルリフォーム

ウェルカムキャンペーン

W日頃のご愛顧への
感謝を込めて―― 特典チケット！

ダブル

W E L L R E F O R M
ウェルリフォーム

ウェルカムキャンペーン

W日頃のご愛顧への
感謝を込めて―― 特典チケット！

ダブル

ご利用に際しては下記をご覧ください。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

有効期限／2014年12月末

お気軽にご連絡ください！

ご紹介していただいた方も、ご紹介でリフォームされた方も

どちらもうれしいダブル特典付！

After
リフォーム後  

マンションの

全面改修
戸建の

大規模改修

マンションも、戸建も
リフォーム・リノベーションの
豊富な実績！

Before
After
リフォーム後  



ご相談・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！
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お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に
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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。

北欧の木製キッチンツールを3点セットにして
5名様にプレゼント！
●オリーブウッド・スパチュラDX（ScanWood・デンマーク）
●2way オーク・トリベット（sagaform・スウェーデン）
●白樺ポットウォッチャー（Veico・フィンランド）
※セット内容は変更になる場合もございます。

■応募締切2014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

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉

常に雨風・紫外線に晒されているウッドデッキ・ウッドバルコニー

や木製サッシ。長期にわたり耐久性を維持し、“木”の美しさを損

なわないためにも定期的なメンテナンスや塗装は欠かせません。

晴れて乾燥した秋は、木部のメンテナンス・塗装に最適な季節

です。2年に一度くらいを目安に、日当たりの良い場所は年に一度

のペースで。また窓の水切はこまめにお掃除をしてください。外壁

の「雨ダレ防止」にもなります。

秋は窓まわりやウッドデッキ・
ウッドバルコニーなどの
木部のメンテナンス・塗装に最適です。

秋は窓まわりやウッドデッキ・
ウッドバルコニーなどの
木部のメンテナンス・塗装に最適です。

※形状・色調等は実際と異なる場合があります。

森美術館が世界に芽生えている多彩な才能に注目し、小規模な

個展を開くシリーズ「MAMプロジェクト」。第22弾は、人間の聴覚

をテーマに、サウンド・ビデオ・インスタレーションなどの手法で作

品を制作するヤコブ・キルケゴール（1975年・デンマーク生まれ）。

音や振動をその場所のエネルギーとして捉え、間欠泉、砂漠、氷山、

チェルノブイリの廃墟、人間の耳の内膜など、通常では踏み入ること

のできない場所の音を顕在化し、その体感を通して世界を捉え直す

ことを私たちに促します。本展のための新作《スティグマ（徴（しるし））》

は、福島の自然を主題としたサウンド・ビデオ・インスタレーション

です。美しい自然の風景は、その場所で録音と再生を繰り返すことで

増幅された音の効果と、「フクシマ」の

記憶を伴い、私たちが抱く自然観に

揺さぶりをかけます。

MAMプロジェクト022：
ヤコブ・キルケゴール

2014.9.20［金］～2015.1.4［日］
森美術館
●開館時間／10:00～22:00
　（火曜日のみ17：00まで）
　＊ただし9/23、12/23の火曜日は22：00まで
　＊いずれも入館は閉館の30分前まで
　＊会期中無休

●入館料〈当日〉
　・一般1,500円、
　・学生（高校・大学生）1,000円
　・子供（4歳－中学生）500円
　＊表示料金に消費税込
　＊森美術館「リー・ミンウェイとその関係展」
　　と共通、展望台 東京シティビューにも
　　入館可（スカイデッキ除く）

●アクセス
・東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩0分（コンコースにて直結）。
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」徒歩4分。
・都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」徒歩5分。

●お問い合わせ／Tel.03-5777-8600（ハローダイヤル）
●http: / /www.mori .ar t .museum/

ヤコブ・キルケゴール《スティグマ（徴（しるし））》
2014年
サウンド・ビデオ・インスタレーション

●詳しいメンテナンス・塗装については
　下記Webサイトで公開しています↓
http://www.well-do.com/maintenance/

●ウッドデッキ・ウッドバルコニーや木製サッシの
　メンテナンス・塗装および新設・改修等も承ります。
　（弊社施工住宅以外でもお気軽にご相談ください）
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