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Scandinavian

Jewelry ✳ Accessory

魅惑の北欧ジュエリー
我Lが
家の快適
iving inspection

日和

理想と遊び心で個性豊かにカタチづくられた
印象的な欧風スタイルの住まい。
Individuality & Elegance

ュエリーデザイナー
第29話 ジ
オカモトジュエリーアトリエ＆ショップ代表

❊千葉県・Y邸

岡本 征一さん

WELL-DO Check!!
年末の大掃除チェックポイント！
Weekend Hiking Winter

週末ハイキング案内

首都圏近郊・おすすめ初日の出スポット25選

北欧スイーツキッチン
25 リーシプーロ
北欧のおいしいお菓子○

Information ❉ ウェルリフォームのマンション大規模改修の
モデルルームがオープンしました。
Exhibition ❉ 横浜美術館開館25周年 ホイッスラー展
究極の美を求めて――ジャポニズムの巨匠、
待望の大回顧展。

P r e s e n t ❉ Carre Jewellery ジルコニアクロスペンダントを
抽選で2名様にプレゼント！

古代の言葉で「正方形にカットされた石」を意味

デンマークのコペンハーゲンを拠点

する
〈Carré（カレ）
〉
。伝統的なアンティークジュエ

に100年以上の歴史を刻むジュエ

リーの技巧を継承する抒情的で繊細な細工と、

リー、
アクセサリーブランド。
〈実用性

温かみあるオーガニックなデザインが、知的で感

と美の融合〉
をテーマに、
磨き抜か

性豊かに美しさを引き出してくれる。世代を超え

れたクラフトマンシップと秀美なデザ

て受け継がれるデンマークのジュエリーデザイン。

Moonlight
Grapes
Earrings

www.carrejewellery.jp/
大きさ・カットに変化をもたせた石が並ぶロングピアス。

Gilded Marvels Earrings

✹素材/スターリングシルバー
✹ストーン/ブラックアゲート
✹サイズ/36mm ￥55,000

✹素材/シルバー925
✹ストーン/ラピスラズリ・グレームーンストーン・オパール
￥40,000
✹サイズ/7cm・重さ5g×2

（23Kコーティング）

feature特集

で幅広く手がけている。
デンマーク
・
スウェーデン王室御用達ブランド。
www.georgjensen.com/

✹design：

Holmbäck Nordentoft

2014 Artist Heart

✹素材/スターリングシルバー
✹サイズ/22mm・45cm・φ1.5mm

✹素材/K18イエローゴールド
✹サイズ/14×13mm・45cm・φ0.9mm

Silver ring

✹素材/シルバー
✹ストーン/キュービックジルコニア・

Finland

ラポーニア

Chao&Eero

チャオ&エーロ

1960年創立、
フィンランドを代表す

フィンランドの女性に愛され続けて

フィンランド人Eero Hintsanenと

るジュエリーメーカー、
ラポーニア。

いる老舗ジュエリーブランド、
カレワ

台湾人Chao-HsienKuo夫妻によ

創業以来続くコンセプト Lapponia

ラ・コル。フィンランドの自然や古代

Jewelry - the art of expression

フィンランド文様、
叙事詩カレワラの

のもと、個性的なアートジュエリー

世界からインスピレーションを受け、

をつくり続けている。映画スター・

洗練されたモダンデザインで形づ

ウォーズEp.４のエンディングシーン

くられている。
シンプルで気品あふ

ではプリンセス・レイアの胸元を華

れる表情、、
どこかスピリチュアル

やかに飾っている。

な独特の魅力を放つ。

www.lapponia.com /

Snow Flower
Pendant
✹素材/シルバー
✹サイズ/42-45cm・

φ32mm・19g
✹design： €169.00
Marja Suna

www.kalevalajewelry.com/

✹素材/ホワイトゴールド
✹ストーン/ダイヤモンド0.03ct×7
✹サイズ/45cm・14g
€3,650.00

✹design：Björn Weckström

るブランドChao & Eero Jewel。
フィ
ンランドの美しい自然とエネルギッ
シュな都市文化からつくり出した、

トラディショナルな
カレリアのリボンモチーフ。

純粋に美しいジュエリーで人に感

Karelian
Ribbon Motif
Pendant

動を与えたい――ラハティの森で
ひとつひとつ手づくりされたジュエ
リー。
シンプルでユニーク

✹素材/シルバー
✹サイズ/42-45cm・

Polaris Necklace
彫刻の造形美を思わせる
ハートのペンダント。

なフォルムが魅力。

✹design：
雪の結晶のような
北極星を抱いた
こぐま座をイメージ。

カルメンの
情熱と豊かな感性。

Carmen
Pendant

✹素材/シルバー ✹サイズ/93cm
€295.00

クピタンクルタ

フィンランドのモダンデザインを代表

✹素材/イエローゴールド
✹ストーン/パール

H51mm・14g
€175.00

€398.00

Kirsti Doukas

✹design：

Vesa Nilsson

✹素材/シルバー
✹サイズ/30mm・・4g×2

Marisanna Multamaa

するジュエリーデザイナー、
エリス・

マリサンナ・ムルタマー。自然をモ
チーフにした小粋なデザイン、
卓越

伝統的な草花モチーフを排除した

した技巧で丁寧にハンドメイドされ

モダンデザインで、
天然石をあしらっ

たジュエリーがフィンランドで人気

たシルバージュエリーを手がけた。

を集めている。

Leaflower Big Pendant

€95.00

Spectrolite

マリサンナ・ムルタマー

カウッピ。クピタンクルタの工房で、

自然の造形美、
Villiviiniの葉。

Made in Helsinki
Chydenia Earrings

€255.00

フィンランドのジュエリーデザイナー、

✹素材/ガラス・

✹design：

Elis Kauppi

Hultquist Copenhagen

＊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。
＊日本未発売の場合は現地通貨で表示しています。

Earrings

€198.00

スペクトロライト

design：
Björn Weckström

Zeezen

デザイナーAnne Hultquistによって1980年

取り除いたシンプルで繊細なラインで、

シンプルで
やさしい
ラッキーリング。

様々なシーン、
さりげない装いにピッタリ。
暮らしを楽しく豊かに演出してくれる。
www.pernillecorydon.com /

Twisted
Necklace

Pearl Ring
Peach Aventurine

✹素材/K18コーティング
✹ストーン/ アベンチュリン ￥6,800

Silver
Pearl Ring

www.hultquist-copenhagen.com /

ジュエリーブランド。自然・動物・都会的
造形など様々なモチーフを洗練されたデ
ザインで仕上げ、
気軽に日常使いできる
カジュアルジュエリーを数多く展開して
いる。金属アレルギーの人でも安心なア
レルギーフリーも人気のひとつ。
www.pilgrim.dk/

Vintage Enamel

スカンジナビアの広大な自然をイ
メージさせるゴージャスで洗練され
た美しさで、
さまざまなシーンを華
やかに演出してくれる。ハリウッド
やヨーロッパの著名人にもファンが
多く、
注目度も高い。

Daisy Rosegold
Bracelet

✹素材/シルバー
✹ストーン/スワロフスキー
✹サイズ/23.5cm ￥28,000

David-Andersen Classic
Bracelet
✹素材/ホワイトゴールド585
✹ストーン/ダイヤモンド total-3.19ct
kr130,000.00

DavidAndersen

✹素材/シルバー
✹ストーン/スワロフスキー
✹サイズ/48cm ￥45,000

Tone Vigeland

トーネ・ヴィーゲラン

シンプルな美しさを追求して導き出された究極のフォルム。アートの手法を
ジュエリーに活かし、
静謐で彫刻を思わせる作風。斬新で完成された作品
は世界各国で高い評価を受け、
現代アートジュエリー界を牽引している。

アンヌ・ブラック

手がけるセラミックジュエリー。クラ

✹素材/メタル・

な表情、繊細さと温かみある遊び

クリスタルストーン

心を兼ね備えたハンドメイドのジュ

（スワロフスキー エレメンツ）
✹サイズ/8.9×0.5cm

エリーコレクションは、
日常に自然と

￥7,000

ゴールド＆アースカラーの
ナチュラルテイスト

ポーセリンの柔らかい質感
幸福のシンボルLOVE。

www.anneblack.jp/

love ring

✹素材/磁器 ￥3,700

Sandberg

サンドベリ

2000年、
Pia Artlingをデザイナー
に抜擢して設立。シンボルマーク
のアオウミガメは
〈Long & Happy

Berså Ring

危機にある動植物保護のメッセー

✹素材/シルバー925（リサイクルシルバー）
✹ストーン/ヴィンテージ陶器
✹サイズ/W19×H23mm ￥13,000

ジでもある。ハンドメイドによる素朴

ジュエリーとして甦ったヴィンテージ陶器。

Life〉
の表現であると同時に、
絶滅

Adam
Pendant

で温かみある表情は自然に体に
馴染み、
素材、
ストーンにも本物の

✹素材/シルバー925
✹ストーン/

クオリティを追求している。

ヴィンテージ陶器

www.sandberg.co.jp/

Coralina Ring

昼
（白）
と夜
（黒）
の
世界を表現した
ウミガメピアス。

✹素材/イエローゴールドK18・ホワイトゴールドK18
✹ストーン/ダイヤモンド0.05ct

Coco Night & Day

￥204,000

ダーヴィ・アンダーセン

Sägen

φ25mm・60cm
￥14,000
セーゲン

2007年に設立されたスウェーデン
のジュエリーブランド、
セーゲン。

✹ストーン/カショロン・イーグルアイ

グスタフスベリやロールストランドな

￥54,000

サンゴ礁の神秘をイメージした小粋なデザイン。

リーブランドのDavid Andersen。

✹サイズ/

✹素材/シルバー925・

イエローゴールドK18

1876年に創業。北欧ではジョージ・
ジェンセンと並ぶ老舗高級ジュエ

Nefertiti
Montana
Necklaces

￥28,900

シカルでモダン、 清楚でエレガント

ナイロンストリング・レザーコード

たドレスとジュエリーのブランド。

3×0015ct

✹サイズ/2×2mm

陶磁器デザイナーAnne Blackが

✹サイズ/33・36cm ※ニッケルフリー ￥8,300

メリーによって、
2004年に設立され

￥14,000

anne black

Drifting
Pit Long
Earrings

✹素材/メタル・メタルビーズ・

ノルウェーのデザイナー、
セシリエ

✹素材/シルバー
✹ストーン/スワロフスキー
✹サイズ/H25×W15mm

￥5,800

✹素材/チタン
✹ストーン/ダイヤモンド

溶け込む心地よさがある。

Drifting Mine Bracelet

CECILIE MELLI

きらびやかに
胸元を彩る
美の饗宴。

✹ストーン/スワロフスキークリスタル・淡水パール・天然石ビーズ
✹サイズ/42cm・10×7mm（どんぐりチャーム） ※ニッケルフリー

ピルグリム

セシリエメリー

www.ceciliem elli.com/

K16-22コーティング

ジョアボヘミアン層を中心に人気が高い。

デザイナー、
ペニーレ・コリドンのジュエリー

Titanium+
Diamond ring

✹素材/スターリングシルバー925・

合から生まれたジュエリー。
ヨーロッパのブル

1983年設立のデンマークのハンドメイド

ブランド。幾何学的なディテール、無駄を

Oakleaf &
Acorn Rose Gold

に設立。
クラシカルなスカンジナビアンデザイ
ンをベースに、
自由奔放に多彩な文化の融

PILGRIM

ペニーレ・コリドン

華やかでキュートなデイジーの輪

ジーゼン

Jens Henrik Hansenによるユニー

ので、
スポーツやアウトドアに最適。
www.zeezen-titanium-jewelry.com/

どの北欧のヴィンテージ陶器をアク
セサリーに生まれ変わらせる一風

高度な技術と良質で洗練されたデ

変わったジュエリーを手がけて

ザイン、完成度の高いエナメル細

いる。Mon Amie・Bersaなど破損

工による植物や蝶などの自然の
モチーフで知られている。
気品漂う

Coralina Ring

ヴィンテージは根強い人気を誇る。

✹素材/ホワイトゴールドK18・

david-andersen.no/

✹ストーン/ダイヤモンド0.05ct ￥224,000

Singelringen

ピンクゴールドK18

シンゲルリンゲン

スウェーデン発のユニークな指輪が話題を呼んでいます。Singel ringen‐シング
ルリング。つまりエンゲージリングに象徴されるカップルの指輪に対して、
独身者
のメッセージを示す指輪。各指輪には世界で2つずつの同じシリアルナンバーが
存在し、
ナンバーを登録することによって、
もうひとつの持ち主に巡り会える可能
性があるというもの。世界的ムーブメントへひろがりをみせています。

Mustikka Pendant
€296.00

暗闇に光る、
降りしきる
白い魔法。

金のどんぐりと
天然石の
コラボレーション。

ハルトクイスト コペンハーゲン

Pernille Corydon

✹素材/シルバー925
✹サイズ/42cm（スネークチェーン）￥25,000

月・太陽を象徴するといわれるLabradorite〈ラブラドライト
（曹灰長石）〉。主な
産地はカナダのラブラドル半島やマダガスカルですが、
なかでもフィンランドの
Ylämaa（ユレマ）
で産出するラブラドライトはスペクトロライトという別名でも呼ば
れ、
青から緑、
橙色の強い虹の閃光色を発する希少な石として知られています。
さながら北欧の夜空を彩るオーロラのように
神秘的な美しさを放ち、独特な宝石として
ナチュラルで繊細な
ブルーベリーペンダント。 人々を魅了しています。

✹素材/スターリングシルバー925
✹ストーン/淡水パール

スターリングシルバー
✹サイズ/2.6g
￥9,000

www.georgjensen.com/

marisannamultamaa.fi/

モダン・ジュエリーの第一人者。

1

Bubbles Rings -5 bubbles

✹素材/シルバー✹ストーン/ガーネット
✹サイズ/H48mm・13g

￥8,000

Droplet
Black Diamond
Earrings

きらきら輝く
繊細な泡のリング。

建築的要素で形づくられた
シンボリックなデザイン。

Carmen Earrings

My Foolish Heart

✹素材/スターリングシルバー
✹ストーン/キュービックジルコニア

chaoandeero.com/

φ32mm・19g
€78.00

✹素材/シルバー
✹ストーン/ガーネット
✹サイズ/42cm・
アーティスティックな
プリンセス・レイアのネックレス。

Christmas
Ornament

✹Bigφ30mm・80cm￥9,300 ✹素材/スターリングシルバー925
✹Smallφ22mm・50cm￥7,900 ￥6,800

雪の華と名付けられた
上品なペンダント。

Blizzard
Tassel

Snowman

✹素材/スターリングシルバー
￥8,000

スターリング
シルバー925

カレワラ・コル

ンを魅了し続けている。

性に優れ、
軽く、
アレルギーフリーな

クリスタル
￥20,000

Jewelry ✳ Accessory

で個性的なシルバージュエリーは、
ヴィンテージとして今なお多くのファ

クなチタンジュエリー。強度・耐久

✹素材/スターリングシルバー
￥20,000
✹サイズ/14×20mm

￥23,000

￥24,000

with cubic zirconia
and midnight blue crystals

Aria Ring-Two row

LAPPONIA Kalevala Koru

Kupittaan Kulta

K14 ￥10,700

そよ風、
あるいは
情緒豊かな歌。
身に着ける
アート。

厳しく長い北欧の冬、野山は静寂に包まれ、きらめく銀世界はこの季節ならではの美しさをまとっています。
そんな冬の情景を彷彿とさせるシンプルで洗練された北欧のジュエリー。
自然からインスピレーションを得て、モダンデザインと職人技によって磨き抜かれたジュエリーの数々。
この冬に身につけたい、最近注目されている北欧のジュエリー・アクセサリーをご紹介します。

✹素材/シルバー ✹サイズ/42.5cm
￥367,500

✹素材/スターリングシルバー・

￥95,000

魅惑の北欧ジュエリー

Planetoid Valleys
Necklace

のカスタムジュエリーでコー

Openwork hearts

✹素材/シルバー・K18✹サイズ/6.3g×2

てハンドメイドによるイタリアンムラノ

ディネ−トの楽しみも広がる。

点、
売上世界第3位にまで急成長を遂げている。

になった。ハンドメイドによるシンプル

Secret Heart Earrings

ザイン。物語を紡ぐジュエリーとし

界的人気を得て、
現在、
47ヵ国・1万を超える販売拠

2014 Artist Heart

✹素材/シルバー925（23Kコーティング）
✹素材/シルバー925
✹ストーン/パール
・ ✹ストーン/キュービックジルコニア
✹サイズ/H1.5×W1.2cm（パール部分）
重さ2g
・重さ3g
✹サイズ/18cm（全長）

Scandinavian

に由来し、
おとぎ話、
北欧神話、
自然
などからインスピレーションを得たデ

した。2000年に発表されたチャームブレスレットが世

Romance no Thanks
Bracelet

￥19,000

オリジナルジュエリーを手がけるよう

ンドフィニッシュによる高いクオリティ、
モダンデザイン、 ガラス製ビーズのひとつひとつに
そして手頃な価格で瞬く間に多くのファンを獲得 願いが込められている。唯一無二

✹素材/スターリングシルバー ✹ストーン/ムーンストーン
✹サイズ/17cm・重さ5g×2 ￥189,000

ブラックシルバーとジルコニアが
首まわりをスパイシーに演出。

Pearl Jam
Necklace

大粒パールが
ポイントのクラシカルなバングル。

パンドラジュエリー

1931年に銀細工から始まり、
やがて

北欧の童話〈トロール
（森の妖精）
〉

1982年コペンハーゲンに誕生したPANDORA。ハ

シンメトリーなクロスが
とてもキュート。

￥35,000

PANDORA

N.E.FROM

永遠の愛。
ハートの中のハート。

トロールビーズ

1976年設立のアクセサリーブランド。

テーブルウェア、
ホームプロダクトま

Moonlight Blossom Bracelet

✹ストーン/パール
・
✹サイズ/H1.5×W1.5cm（パール部分）

✹素材/シルバー925（23Kコーティング）
✹ストーン/パール✹フリーサイズ・重さ9g

ディープブルーの銀河の輝き。
パンドラクリスマスコレクション。

TROLLBEADS

インで人気を獲得。
時計やキッチン・

デンマークの月明かりをイメージした
シルバーとムーンストーンのコンビネーション

✹素材/シルバー925

Pearl Jam Bracelet

愛は終わりのない演奏。
毎年ひとりのアーティストによる
ハートモチーフのデザイン。

￥20,000

Pearl Jam
Earrings
重さ4g×2
￥28,000

www.pandora.net/

ジョージジェンセン

Sweden

Georg Jensen

カレ ジュエリー

Norway

Denmark

Carré Jewellery

www.singlering.org/

Coralina Armring

した陶器の破片を再利用し、
ジュ
エリーとして甦らせる発想には北

✹素材/イエローゴールドK18・

欧のエコマインドが感じられる。

✹ストーン/ダイヤモンド0.06ct ￥400,000

www.sagensweden.com/

ニッケルフリー（ヨーロッパ基準）

読者プレゼント
！

ホワイトゴールドK18

ニッケルは安価で加工しやすく、腐食防
止、耐久性などに優れているため、宝飾
品のメッキ、下地に利用されていますが、
金属アレルギーの増加とともに、
その主
原因として使用を控えるところも増えてき
ました。ヨーロッパでは、全質量に対し
ニッケルが0.05％未満、
肌に触れる部分
2
のニッケル放出が0.5μg/cm（1週間）
以下であるなど、厳しい規制がもうけられ
ています。つまり基本的に北欧でつくら
れたジュエリーはこの基準をクリアしたも
のだといえます。
（日本やアメリカにはま
だ規定がありません）

Carre Jewellery
ジルコニアクロスペンダントを
2名様にプレゼント！
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。

2

我Lが
家
の
快
適
iving inspection

日和

シンボルツリーとアーチのエントランスでオープンで開放的な外構。ひときわ目をひく外観は、近隣でもランドマーク的な存在。
塔の片方にある吹き抜けのリビング。
多面的な窓から光を取り入れ、
日中は照明要らず。

空の上をイメージさせる小屋裏は、秘密の隠れ家のよう
屋根は2×8構造で、夏の遮熱対策もバッチリ。

トップライトの光が白を引き立ててくれるパウダールーム。
洗面ボールや照明にもこだわりが。

理想と遊び心で個性豊かにカタチづくられた
印象的な欧風スタイルの住まい。
トラディショナルとモダンを融合させた
欧風スタイルのツインのパノラマ塔が
ひときわ印象的な外観。
ホワイトと木肌を基調にした
シンプルな室内空間の明るい開放感。
個性と遊び心が随所に散りばめられ
好きなものだけに包まれれた心地よさ。
憧れと想いを叶える住まいが
理想の暮らしを支えている。

シンメトリーのパノラマ塔が町並みに
華を添える瀟洒な外観。
白の格子窓やコテ仕上げのモールとの
調和も見事。

憧れはヨーロッパ・スタイル。
想いが個性豊かに結実。

中庭では人目を気にせず、食事やティータイムを満喫。

3

綿密なプランと親身な対応、
上質で心地いい空間づくり。

奥さまお気に入りの設備を揃えた家具調オーダーキッチン。

細部にまで反映された嗜好と
随所に散りばめられた遊び心。

トラディショナルな欧風建築に憧れを抱いていたと

八面体で構成された塔の内部は、
白い格子窓から

洗面ボール、照明、
スイッチプレート、手すりなど細

いうYさんご夫妻。そんな漠然としたイメージは、建

多面的に光を取り入れることによって、明るく開放

部にもご夫妻の嗜好が反映されている。キッチン

築家や担当者との膝を付き合わせたやりとりのな

的な空間づくりがなされている。壁や天井はシンプ

の設備やトップライトで白を強調したパウダールー

かで、
徐々に具体化していった。シンメ
トリーに立つ

ルな白を基調に、温かみのある床の木肌が活かさ

ムには奥さまの想いが活かされ、空をイメージした

ツインのパノラマ塔の間に中庭が配された、
ひとき

れて、
やさしく落ちついた雰囲気に包まれている。

楽しい小屋裏の装飾など、快適とともに随所に個

わ印象的なヨーロッパスタイルの外観デザイン。白

デザイン、間取り、住宅性能、設備などの機能面、

性や遊び心が散りばめられている。確かな住宅性

の格子窓をアクセントに、落ちつきある色調で統一

そのすべてにおいて満足な住まいづくりは、
なによ

能を礎に、
かゆいところに手が届く、工夫と細やか

されている。憧れや想いをカタチにした、
その優雅で

りもコミュニケーションが重要だ。建築家の的確な

な配慮によって、住まいへの愛着も深めてくれる。

格調高い装いに大満足のご夫妻。まさに理想的

プランニングとアドバイス、担当者の適切で親身な

私たちの要望に対して熱心に耳を傾け、受けとめ

なフルオーダーの住まいが誕生した。

対応に満足だったというYさん。住まう人の想いを

ていただいたき、
予想を超える仕上がりに本当に満

最良のカタチで叶えることが、住まいづくりの基本

足しています。その言葉以上に、Yさんご夫妻の表

であると同時に、
もっとも難しいところだといえる。

情が満ち足りた暮らしを物語っていた。

Indivi duality & Elegance
千葉県

吹き抜けから続く2階ホール。アイアンの手すりがアクセントに。
奥には畳コーナーと書斎コーナーを設置。

Y邸

A RC HI P E L A G O

House Data
■敷地面積／190.93m2（57.75坪）
■延床面積／138.53m2（41.90坪）
■1 階面積／ 78.00m2（23.59坪）
■2 階面積／ 60.53m2（18.31坪）
■構造／2×6壁工法・2×8屋根構造
■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

4

［プレゼント応募ハガキ］

Weekend Hiking Winter

恐れ入りますがアンケートにご協力ください。

＊週 末 ハ イキ ン グ 案 内＊

岡本 征一さん

ュエリーデザイナー
第29話 ジ
オカモトジュエリーアトリエ＆ショップ代表

おすすめ

初日の出スポット
●ゆっくりと相談ができる
落ちついた雰囲気の店内

地金を溶かし、
石を活かしながらデザイン
を一新。眠っていた形見も立派に生まれ

首都圏近郊でロープウェーやケーブルカーを利用したり、
比較的安全かつラクに登ることができる山上の初日の
出スポットをピックアップしてみました。一年最初の太陽
を浴びて、新年のスタートを迎えてみてはいかがですか。
天気に恵まれることを願いつつ、
防寒対策もお忘れなく。

変わる。
リングの刻印を残してリフォームす

●1989年、
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカ

レッジ卒業。卒業後は都内一流ジュエリー工
房にて一点物の製作に携わる。
●1996年、
フリーのジュエリーデザイナー、
クラ
フトマンとして独立。展示会多数。
●2005年、
プレミアムジュエリースタジオ
OKAMOTOを設立。代表としてジュエリーの
デザイン提案から製作までを手掛ける。
●2012年、
オカモトジュエリーアトリエ＆ショップ
をオープン。
＊ヒコ
・みづのジュエリーカレッジ講師。
■オカモトジュエリー アトリエ＆ショップ
営業時間／10：00〜19：00（月曜定休）
横浜市港南区港南台４-23−27 B1
tel.045-835-1233
＊リフォーム3万円
（税別）
〜 内容によって変わります
＊ご相談は予約制です。
古物商許可証 神奈川県公安委員会 第451410004962号

●技とセンスが光るリング

もの、
という思いを強く抱くようになった。

ることも可能だとか。ジュエリーは、
やはり

してきたジュエリー。人生の節目を華麗

そして設立されたプレミアムジュエリース

身に着けられるためにある。古いジュエ

に彩り、
装いに欠かすことのできない特

タジオOKAMOTO。ジュエリーの提案・

リーの辿ってきた記憶と持ち主の想いを

別なアイテムでもある。そんな大切なジュ

デザイン・制作までをひとりで手がけるオー

上手に活かしながらのリフォーム。オー

エリーをデザインからメイキングまで、
ひと

ダーメイド工房がスタートした。岡本さんの

ダー以上に細やかな配慮が求められる。

つひとつオーダーメイドで仕上げている

手がけるジュエリーは、
幼い頃から多くの

仕事が休みのときは海へ釣りに出掛け

ジュエリーデザイナーの岡本征一さん。

ジュエリーと接してゆくなかで育まれたデ

ることが多いという岡本さん。繊細で緻密

アトリエが併設された横浜港南台のア

ザインセンスと、
クラフトマンとしての妥協

なジュエリーワークを離れて、
自然の中で

トリエ＆ショップでは、
ジュエリーコーディ

のない技量に支えられている。
オーダーメ

魚としばしの戯れ。釣った魚を囲んでの

ネーターのご夫人とともに、
ひとりひとりの

イドは顧客の想いをいかに上手に受けと

パーティーが一番の楽しみだそうだ。
まさ

想いを叶えるジュエリーづくりで多くの

めて、
それをカタチにするかという点が重

に贅沢な釣りの醍醐味だ。一方ではジュ

支持を集めている。

要である。当然ながら、
入念な打ち合わ

エリー専門学校の講師として、
生徒から

せが大切になる。ゆっくりくつろいで打ち

頼りにされる存在でもある。授業は自らの

岡本さんは五代続く老舗ジュエリー

（JR港南台駅より徒歩4分・専用駐車場あり）

http://www.okajee.com/

美の象徴として、
あまたの女性を魅了

工房の家系に生まれ、
幼い頃から工房

合わせができるようにしたいという想い

オーダーメイドやリフォームでの様々な体

の傍らでジュエリーがつくられる様子を

から、
アトリエを併設したショップ〈オカモト

験を活かしつつ、
簡単でわかりやすくを

眺めて育ったのだとか。ごく身近な存在

ジュエリーアトリエ＆ショップ〉をオープンさ

モットーにしている。

せることになった。打ち合わせから提案、
デザイン、
制作、
そしてメンテナンスまで、
ス

がない岡本さん。自分で眺めて楽しめる

の専門学校を経て、
作家のもとで一点も

タッフと連携して一貫体制で取り組み、
既

リングやブレスレット――、
見てくれる人の

のの制作にたずさわり、
様々な経験を積

製品のジュエリーにはできない、
わがまま

ためのイヤリングやネックレス――、
自ずと

み重ねるなかで、
ジュエリーは誰かに身

を叶えてくれる。完成品を手にしたお客さ

その表現も違ってくる。岡本さんがいつも

に付けられることによって完成し、人の

まの満足そうな笑顔が何よりうれしいと語

大切にしているのは、
人とジュエリーをマ

想いや思い出を映し出すプライベートな

る岡本さん。
オーダーメイドのジュエリーで

リアージュさせること。つまり身に着ける人

なければできない唯一無二のジュエリー

の自分らしさを表現し、
より着けやすいデ

づくりに生き甲斐を感じている。
Before

After
●繊細で美しい一点ものの作品が
ショーケースを彩る

●リフォームの一例
パールとサンゴで、海の宝石コラボ！

●アトリエでの作業には、高い集中力が
要求される

WELL-DO Check!!
年末の大掃除

チェックポイント！
何かと慌ただしい師走ですが、
この時期は大
掃除に頭を悩ます方も多いのではないでしょ

ザインに仕上げることだ。多くのファンを抱

ひょっとして、
あなたの自宅にずっと仕

える理由のひとつには、
きっとそんなジュ

舞い込んだままになったジュエリーはない

エリーへの愛情とともに、
身に着ける人へ

だろうか。オカモトジュエリーには、
そんな

の細やかな配慮があるからだろう。オー

眠ったままのジュエリーを甦らせるリフォー

ダーメイドジュエリーやリフォームに興味を

ムの相談も多く寄せられる。たとえば、
大

お持ちの方は、
自分だけのお気に入りを

切に仕舞われたままの形見のリング――

仕上げてもらってはいかがだろうか。

1

まずは大まかな計画を立てる

まず簡単なスケジュールを組んで、場所と予定を書

3

奥から手前へ、上から下へ

本は、玄関にいちばん遠い部屋や場所から始めま

ス・バルコニー・ガレージなど、外まわりは、晴天の

す。そして上から下へ、
小屋裏→2階→1階の順で、

暖かいうちに終わらせておきます。クリスマス頃に

各部屋の中も上から下へが基本。原則、天井→

ホームパーティーの予定があれば、
その前に、玄関

照明機器→家具→壁・
ドア→床の順で。

2

不要な物は先に処分する

4

水まわりは放置掃除を

カビ、水垢、油汚れなど、水まわりのしつこい汚れに

うか。一年の節目となる新年は、
やはりすっきり

必要なものと不要なものを選り分けることが片付け

は、洗剤をしみ込ませた布やキッチンペーパーをあ

の基本。ものを整理することで、大掃除の負担が

ててしばらく放置します。その間に別の掃除を進め

キレイに片付いた状態で迎えたいもの。でも大

大きく軽減できます。まずは不要なものを処分する

ることができて効率的です。
洗剤の相性

掃除に多くの時間と労力を費やしているのに
上手く片付かない…やっているのにキレイに
ならない…あるいは最初から諦めている…な
どの悩みをよく耳にします。そこで今回は、大
掃除のポイントを簡単にまとめてみました。

ことから始めてください。
どうするか迷った場合には、
片付けを効率的に進めるためにも、
いったん保留
ポックスをつくって入れておきます。

⑲

■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

N
前橋
水戸

群馬

軽井沢

①
熊谷
つくば

秩父

⑮

甲府

⑱
⑰
⑯
⑥⑦

山梨

茨城

所沢
銚子

東京

東京

千葉

⑬
富士吉田

富士山

沼津

⑧

横浜

厚木
⑪
神奈川 横須賀
⑩
⑭
⑨ 小田原
⑫
②
⑳

静岡

伊東

■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）

埼玉

八王子

③④⑤

千葉

館山

静岡
元日の日の出の時刻
6：45〜6：50です。

下田

茨城 ①筑波山〈女体山〉877m

筑波山ロープウェイ6分→徒歩5分 ●

千葉 ②鋸山 329.4m

鋸山ロープウェー4分→徒歩5分 ●

東京 ③高尾山 599m
④小仏城山 670.3m
⑤景信山 727.1m
⑥日の出山 902m
⑦御岳山〈長尾平〉929m

高尾登山電鉄ケーブルカー6分→徒歩50分 ●●
小仏バス停（Pあり）→徒歩80分 ●●
小仏バス停（Pあり）→徒歩70分 ●●
御岳登山鉄道（ケーブルカー）6分→徒歩90分 ●●
御岳登山鉄道（ケーブルカー）6分→徒歩40分 ●●

神奈川⑧大山 1,252m
⑨箱根駒ヶ岳 1,356m
⑩金時山 1,213mm
⑪大野山 723m
⑫幕山 626m
⑬龍籠山〈雄龍籠山〉351.7m
⑭大楠山 242m

大山ケーブルカー6分→徒歩95分 ●●●
箱根駒ヶ岳ロープウェー7分ー→徒歩0分 ●
金時神社P（他 有料Pあり）→徒歩100分 ●●●
大野山乳牛育成牧場P→徒歩10分 ●
幕山公園P→徒歩70分 ●●
かたくりの里P→徒歩50分 ●●
湘南国際村P→徒歩60分 ●●

埼玉 ⑮三峰山〈三峯神社〉1,102m
⑯天覧山 197m・多峰主山 271m
⑰日和田山 305m
⑱関八州見晴台 771.1m

三峯神社バス停・P→徒歩10分 ●
飯能駅→徒歩25分〜60分 ●●
高麗駅（有料Pあり）→徒歩75分 ●●
黒山三滝P→徒歩140分 ●●●

群馬 ⑲榛名山〈榛名富士〉1,390.3m

榛名山ロープウェイ3分→徒歩0分 ●

静岡 ⑳十石峠 765m
大室山 581m
寝姿山 200m
久能山 216m
山梨
身延山 1,153m
天上山〈カチカチ山〉1,075ｍ

箱根十国峠ケーブルカー3分→徒歩0分 ●
大室山登山リフト4分→徒歩0分 ●
下田ロープウエイ3分→徒歩0分 ●
日本平ロープウェイ5分→徒歩0分 ●

□2DK
□2LDK
□4LDK □5LDK以上

■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。

2015W

身延山ロープウェイ7分→徒歩0分 ●
カチカチ山ロープウェイ→徒歩10分 ●

個人情報保護シート

※歩行時間は山頂までの片道の目安です。※右端の●の数は歩行時間とコース状況から割り出した難度です。
※ロープウェイやケーブルカーは元日の深夜もしくは早朝からの特別運行ですが、混雑が予想されます。
また、当日の天候によっては、運休になる場合もあります。運行状況をご確認ください。
※気温が氷点下に下がるため、防寒対策は万全に。凍結している場合もあるので足元の準備はしっかりと。
くれぐれも無理をしないでください。

どこから手をつけるか。これも迷うところですが、基

き入れるためのチェックリストを用意します。庭・テラ

や水まわりだけは済ませておくのもいいでしょう。

5

新たな技法・デザインの探究にも余念

だったジュエリー、
自らもその世界へ進
むことが自然の流れだった。ジュエリー

■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

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。

■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（
）

25選

首都圏近郊

●水垢には→クエン酸
●油汚れには→アルカリ洗剤〈×アルミ製品〉
●カビには→塩素系洗剤
〈×酸性洗剤
（トイレ用洗浄
剤、
クエン酸など）
と混ぜない！〉

時間がない…、汚れがひどい…など、手に負えない場合はプロに任せて！
ハウスクリーニング・補修・リフォームの
-244
0120-206
ご質問・ご相談・ご依頼はお気軽に。
ツ ー バ イシックスにしよう！

北欧スイーツキッチン
○
北欧のおいしいお菓子 25 リーシプーロ

Riisipuuro

クリスマスのデザートとしても知られているフィンランドの伝統料理（ミルク粥）
です。本来はお米を使いますが、
ここでは食物繊維たっぷりのオートミールであっ
さりとデザート感覚に仕上げました。簡単なので、
朝食がわりにも！ 寒い冬には
身体もあたためてくれます。
材

作り方

料（2人分）

・オートミール
・牛乳
・塩
・てんさい糖
・無塩バター
・シナモンシュガー

40g
2カップ
小1/2
大1/2
大1/2
適量

❶なべに牛乳を入れ沸騰したら弱火にして、
焦げ付かな
いよう、
ときどきヘラで底からかき混ぜながら約10〜15
分、
トロリとなるまで煮る。
❷火を止めて、塩、
てんさい糖、無塩バターを加えてさ
らに混ぜる。
❸お皿に盛り、
シナモンシュガーを振って出来上がり。

＊シナモンシュガーのかわりにお好みのジャムを添えても。

＊協力／自然焼菓子工房roco

6

料金受取人払郵便

224-8790
Information

都筑局
承 認

（受取人）
横浜市都筑区新栄町4―1

814
差出有効期間
平成27年5月
31日まで
〈切手不要〉

お役立ち情報

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

ウェルリフォームの
マンション大規模改修のモデルルーム
がオープンしました。完全予約制
高機能注文住宅の技術とノウハウを活かしたウェルリフォームの
マンション大規模改修。築24年（63m2）の老朽化したマンション
の室内空間が見違えるように生まれ変わりました。ウェルリフォー
ムが自信をもってお届けする高品質リフォームを実際にご覧い
ただけるチャンスです。マンションのリフォームをご検討の方は、
ぜひ一度お越しください。

WELL REFORM
ウェルリフォーム

フリガナ

ご年齢

お名前

ご住所
お電話

性別

■会場／横浜市港北区新吉田東（駐車場あり）
■オープン時間／10：00〜17：00〈完全予約制〉
事前予約は随時受付中！
■定休日／毎週水曜日・年末年始

歳
男 ・ 女

※セキュリティならびにプライバシー保護の関係上、現地の詳細はご来場
いただく際にご案内させていただきます。ご了承ください。

〒

マンションリフォームに関するご質問・ご相談もお気軽に！

ー

ご予約・ご質問は●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！

ー
︿
キ
リ
ト
リ
線
﹀

E-mail
ご職業
同居の
ご家族

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（
）

↑折り線（谷折り）↑

横浜美術館開館25周年

ホイッスラー展
Exhibition
おすすめ展覧会情報

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］

●開館時間／10：00〜18：00
（入館は17:30まで）
＊夜間開館
12月22日
（月）
〜24日
（水）
は
20:00まで開館
（入館は19:30まで）
●休館日／木曜日、
12月29日
（月）〜1月2日
（金）
＊ただし、
12月25日
（木）
は開館
●チケット〈当日〉
一般1,500円、
高校・大学生1,100円、
中学生600円、小学生以下無料

の
り
し
ろ

《白のシンフォニー No.2：小さなホワイト・ガール》
＊毎週土曜日は、高校生以下無料
1864年 テート美術館
（要生徒手帳、学生証）
GTate, London 2014
＊障がい者手帳をお持ちの方と介護の方（1名）
は無料
＊観覧当日に限り「ホイッスラー展」の観覧券で
横浜美術館コレクション展も観覧可

のりしろ

Present

●アクセス
・みなとみらい線
（東急東横線直通）
「みなとみらい駅」
下車、
3番出口より徒歩3分。
・JR線および、
横浜市営地下鉄線「桜木町駅」下車
（動く歩道）
を利用、
徒歩10分。

必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600
●http://www.j m-whi stler.jp/

読者プレゼント！
Carre Jewelleryのジルコニアクロスペンダントを
2名様にプレゼント！ キュービックジルコニアとブ
ラックシルバーの組み合わせで胸元にアクセントを
添えるクロスモチーフ。ぴりっとスパイスを効かせ
たおしゃれなネックレスです。
●素材／キュービックジルコニア、
シルバー925

■応募締切2015年1月31日必着
■発表は発送
（2月）
をもって代えさせていただきます。
※形状・質感・色調等は実際と異なる場合があります。

19世紀後半の欧米の画壇において、最も影響力のあった画家の一
人であるホイッスラーは、ロンドンとパリを主な拠点として活躍し、
クロード・モネなど印象派の画家たちとも親交がありました。また、
構図や画面空間、色彩の調和などに関して、日本美術からインス
ピレーションを得て独自のスタイルを確立したジャポニスムの画家
として世界的に知られています。本展は、新たな芸術誕生の牽引
者となったジャポニスムの巨匠・ホイッスラーの全貌を紹介する、
日本では四半世紀ぶりとなる
大規模な回顧展です。

2014.12.6［土］〜2015.3.1［日］
横浜美術館

▼

の
り
し
ろ

■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／2015年1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。

究極の美を求めて――ジャポニズムの巨匠、待望の大回顧展。

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に
年末年始
営業のお知らせ
よろしくお願い申し上げます。

0120-206-244

ツ ー バ イシックスにしよう！

休業期間 2014年12月29日 月 →2015年1月3日 土
年末は12月28日（日）
まで
年始は1月4日（日）から通常営業いたします。

理想の住まいをカタチに 。

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉
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。

快適生活情報誌WELL-DO Vol.33 2015WINTER（冬号） 2014年12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
www.wel l-do.c om

Phone 045-595-3222
●営業時間／10：00〜17：00
●水曜・年末年始定休

