
Weekend Hiking   Spring 週末ハイキング案内

新たな〈省エネ住宅ポイント制度〉の

おトクな活用術！

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
際立つ機能性と快適性が支える
上質のライフステージ。

Informationi フラット35Sの金利優遇が0.3%→0.6%に
                    住宅ローン、借りるなら、今がおトク！

Functionality & Comfortableness 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○ ティッパレイパ

Exhibition i マグリット展

P r e s e n t i not PERFECT LINENのエプロンとLapuan Kankuritのキッチンタオルを
　　　　　　 　2点セットにして抽選で5名様にプレゼント！

大岳山
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優秀賞受賞記念 
ご紹介キャンペーン

リネンの魅力！
Charm of Nordic linen

暮らしに、ここちいい うるおいを―――



Living 
room

Charm of Nordic linen

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。

not PERFECT LINENのエプロンと
Lapuan Kankurit（KOIRA JA KISSA）

のキッチンタオルを2点セットにして
5名様にプレゼント！

＊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。

汚れ落ちが良くて毛羽立ちが少ない。さらに乾き

が早いので衛生的。丈夫で使うほどに手に馴染

む風合いは、まさにキッチンクロスに打ってつけ

の素材。多くの料理人からも支持されています。

ヨーロッパリネン連盟の厳しい審査基準をクリ

アしたハイクオリティのリネンに与えられる称号。 

栽培から加工までの全行程（フラックスの栽培・

収穫・紡績・製品化）が厳格に審査されて、選

び抜かれたものだけに与えられます。つまり、この

称号は確かな保証を受けた素材から作られた最

高品質の製品という証です。Masters Of Linen

は現在、紡績8社、縫製17社、北欧からはフィン

ランドのLapuan Kankurit（ラプアンカンクリ）と

スウェーデンのKlässbols（クラスボルス）が選ば

れています。

Masters Of Linen 
マスターズ・オブ・リネン

読者プレゼント！
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リネンの魅力！
リネンとは…
ブルーや白の可憐な花を咲かせる一年草フラックスの茎から

作られる繊維・亜麻〈リネン〉。1万年以上の歴史を刻む人類

最古の繊維として知られ、原産地は中央アジアの乾燥地帯

といわれていますが、現在は北欧・ベルギー・フランス北部・

ロシア・アイルランドが主要な産地です。繊維にペクチンを含

んでいるために、やわらかく強靭で、通気性・吸湿性に優れ

たナチュラルな高級繊維になります。古代エジプトでは「月

光で織られた生地」と称され、聖ヨハネ大聖堂（イタリア・トリ

ノ）の聖骸布もリネンで織られたもので、古くからヨーロッパ

では重要な繊維として暮らしに定着しています。Linenは、

ベッドまわりの布類の総称として、またLine（線）、Lingerie

（下着）、Linoleum（床材）などの語源でもあり、衣類から住

空間まで、暮らしのさまざまなシーンで活用されています。

亜麻（フラックス）について…
リネンの原料となる亜麻（フラックス）は、連作障害を起こし

やすいために、7年ほどの周期で栽培されています。その間

は、じゃがいも・菜種・豆・砂糖大根などの輪作が行われ

ます。4月に種がまかれ、６～7月頃に白や青の可憐な花を

咲かせ、やがて小指の先ほどの球状の実をつけます。茎は

3mmほどの太さで、高さ1m近くにまで育ちます。さやが黄金

色になる８月頃に、抜きとって収穫します。そのまま地面に寝

かせて、太陽・雨・風など、自然の力によって繊維を剥がれ

やすくします。種まきから収穫までは100日～120日。種から

抽出した〈亜麻仁油〉は絵具や木・革製品の仕上げに使わ

れるほか、α-リノレン酸を豊富に含んでいるため、生活習

慣病の予防やアレルギー・花粉症の改善など、健康面でも

最近注目されています。

麻の種類について…
植物の皮・葉から採取した繊維を総称して、日本では「麻」と

呼んでいます。その種類はおよそ20ほどにもなり、熱帯から

寒冷地まで、さまざまな植物を原料にして、世界各地で利用

されてきました。日本では〈大麻〉が古来より大切な繊維と

して、神事から縄・糸・衣類などの生活品として利用されて

いました。現在、麻の名称で流通しているのは亜麻と苧麻の

二種類だけです。〈亜麻（フラックス）〉が日本に持ち込まれた

のは明治に入ってからで、化学繊維が登場するまで、北海道

を中心に広く栽培されました。

Linen（Flax）
亜麻（フラックス）

亜麻科
一年草

20～30mm
15～19ミクロン

北欧・ベルギー・フランス北部・
ロシア・アイルランド

Hemp
大麻（ヘンプ）

桑科
一年草

5～55mm
16～50ミクロン

北欧・ベルギー・フランス北部・
ロシア・アイルランド

Jute
黄麻（ジュート）

シナノキ科
一年草

1～4mm
15～25ミクロン

北欧・ベルギー・フランス北部・
ロシア・アイルランド

Ramie
苧麻（ラミー）

イラクサ科
多年草

70～250mm
18～30ミクロン

北欧・ベルギー・フランス北部・
ロシア・アイルランド

Kenaf
洋麻（ケナフ）

綿葵科
一年草

2～6mm
40～65ミクロン

北欧・ベルギー・フランス北部・
ロシア・アイルランド

非常に強い
天然繊維の中で最も強靭で
濡れるとさらに強さをが増す。

上質の肌触り
ペクチンを含んだソフトな肌触り。
使うほどに風合いが増す。

さわやかな涼感
天然繊維の中で熱伝導性が最も高く
放熱性に優れたさわやかな涼感。

上品な光沢
絹に似た上品な光沢を持つ。

優れた混紡性
他繊維との混紡でも特性は失われず

新たな風合いを生む。

生分解性
自然に分解され環境負荷の
少ないエコロジカルな繊維。

独特なシャリ感とハリ
適度なシャリ感やハリがあり
肌に馴染むさわやかな風合い。

優れた吸熱・発散性
水分の吸湿・発散性に優れ
肌にべたつかない。

強靭で優れた耐久性
洗濯による耐久性にも優れ
防カビ・雑菌の繁殖を抑制。

静電防止・防汚性
電気抵抗が小さく静電気がおきにくい
天然繊維で最も防汚性に優れている。

名　　称 分　類 繊維長・太さ 栽　培　地

亜麻の生産地・北欧では、亜麻（フラックス）繊維が生活に欠かせないリネンとして暮らしに定着しています。

リネンは、通気性・吸湿性に富み、強靭でそのやわらかな風合いから、日本でも注目されるようになりました。

そんな暮らしに潤いと心地よさをもたらしてくれるハウスリネンを中心に、リネンの魅力を探ってみましょう。
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Not Perfect 
Linen
Short square cross 
linen apron
ノット・パーフェクト・リネン
ショート・スクエア・クロス・リネン エプロン

K I T C H E N
CLOSS+TOWEL

APRON

KLIPPAN Bird apron
   クリッパン バード  エプロン

Kitchen

ナチュラルなリネンの風合いと
独特なシャリ感が心地いい。

1879年にスウェーデン南部で設立。糸を紡ぐ伝統

技術とモダンデザインによって、ウールブランケット

が脚光を浴びる。テキスタイルを中心に暮らしを

彩る様 な々生活用品をつくり続けている。

Kauniste Sokeri apron
カウニステ ソケリ（シュガー） エプロン

フィンランドの新進デザイナーによるテキスタ

イルブランド。フィンランドの自然や暮らしの中

からヒントを得た斬新なデザイン、伝統技法に

よる流行に左右されないファブリックが魅力。

●リネン55％・コットン45％
●90×85cm（ポケット付）
●ピンク/ブルー
￥4,800

Design：
Hanna Konola

●リネン100％  
●65×80cm（ポケット付）
●ウォッシュ・ド・シルバー
￥4,500

リネンが生活に深く根付いているリ

トアニアのリネンブランド。ひとつひ

とつ愛着をもってつくられたリネン

100％のシンプルでナチュラルな素

材感が魅力。

●リネン50％・コットン50％  ●90×68cm
                                         ￥6,500

Design：Lotta Glave

Klässbols Schackrutan
クラスボルス キッチンタオル

1920年創業、スウェーデンのリネン織り

工房。最高品質のピュアリネンで、ノー

ベル賞授賞式に使われるテーブルク

ロスやナプキンも提供している。

●リネン100％ ●50×70cm
●無漂白・ダークブルー・ライトグリーン 他
￥3,800

Design：Ingela Berntsson

Växbo Lin
Dishcloth
ヴェクスボリン ディッシュクロス

●リネン100％  ●33×33cm  
●22カラー
￥1,900

1989年スウェーデン北部に設立されたリネンブランド。

スウェーデン自然保護団体発行のエコラベル〈Bra Miljoval〉の認定

を受け、伝統を受け継ぐシンプルで良質なリネン製品を手掛けている。

●ウォッシュドリネン50％・コットン50％  
●48×70cm    ￥2,600

1973年フィンランド西部Lapuaに創業

のテキスタイルメーカー。良質の素材

を使い、機能性・耐久性に優れた上質

のテキスタイルを作り続けている。高品

質ヨーロッパリネン製品に与えられる

"Masters of linen"を取得している。

Design：Masaru Suzuki

Lapuan Kankurit
   Esikko Kitchen towel
      ラプアンカンクリ キッチンタオル〈サクラソウ〉

●リネン100％  
●60×60cm  ●6カラー
￥2,500

Design：Heini Riitahuhta

Jokipiin Pellava
Bath towel
ヨキピンペラバ
テリー織りバスタオル〈ストライプ〉

●リネン70％・コットン30％  
●75×150cm  ●4カラー
￥11,400

1989年スウェーデン北部で設立されたリネンブランド。

スウェーデン自然保護団体発行のエコラベル「Bra 

Miljoval」の認定を受け、伝統を受け継ぐシンプルで

良質なリネン製品をつくり続けている。

スウェーデンとフィンランドの中ほどに

位置するオーランド島のブランド。リネ

ン100％で全てがハンドプリントで仕上

げられている。シンプルで大胆なフォル

ムがキッチンを素敵に演出。

●リネン100％  
●47×67cm  
￥2,400

←Salad Bowl

↓What's For Dinner 

Växbo Lin Pot Holder ヴェクスボリン 鍋つかみ

●リネン100％  
●24×23cm  ●8カラー 
￥3,500

Design：Ingela Berntsson

POT HOLDER

Lapuan Kankurit
Pakapaat

ラプアンカンクリ キッチンタオル〈ひつじ〉
●リネン55％・コットン45％  
●47×70cm    ￥1,900
Design：Marianne Westman

Almedahls
Frisco

アルメダールス キッチンタオル〈さかな〉
●リネン50％・コットン50％  
●50×70cm    ￥2,000
Design：Ingela P Arrhenius

Ingela  Kitchen Towel

インゲラ アリアニウス キッチンタオル
●リネン45％・コットン55％  
●47×70cm    　　￥4,500（2枚セット）
Design：Erja Hirvi

marimekko
Kauriin kääntöpiiri

マリメッコ キッチンタオル〈南回帰線〉

Spice pot Vinegar bottle

Korpi&Gordon
          Pot Holder

             コルピ＆ゴードン 鍋つかみ

●リネン100％  ●23×18cm ￥2,400

HALF L INEN

Korpi&Gordon
Kitchen towel
コルピ＆ゴードン キッチンタオル

Kardelen  
Erik Tablecloth
カデーレン エリック テーブルクロス

高品質で実用的な世界で認められ

ているスウェーデンのリネンブランド。

シンプルな素材感、豊富で絶妙なカ

ラーバリエーションが自在のテーブル

コーディネイトを可能にする。

●リネン100％  
●150×200cm 
●46カラー
￥14,000

Kardelen 
Erik Napkin
カデーレン 
エリック テーブルナプキン

●リネン100％  
●44×44cm 
●46カラー
￥6,400（4枚セット）

Lapuan Kankurit
  　　Koivu Runner

●リネン100％  
●35×120cm
￥5,000

Design：Marja Rautiainen

ラプアンカンクリ　
テーブルライナー
〈白樺〉

H E M P

フィンランド南部トゥルクを拠点に

活動しているデザインユニット。

100％ヘンプを使用したテキスタ

イルとローカルに根づいたモノづ

くりで注目を集めている。

Saana ja Olli
Maailman synty
サーナ・ヤ・オッリ 
ティータオル/テーブルマット

●ヘンプ100％  ●35×45cm
￥3,000

スウェーデンの亜麻畑

Design：Ingela Berntsson

Växbo Lin
Floor Cloth
ヴェクスボリン フロアクロス

●リネン100％  ●50×50cm  ●4カラー   ￥2,200

Lapuan Kankurit
TILKKUTAKKI 
cushion cover
ラプアンカンクリ ティルックタッキ クッションカバー

●リネン50％・コットン50％  ●47×47cm 
￥5,000

marimekko
Kaino cushion cover
マリメッコ カイノ クッションカバー

●リネン100％  ●50×50cm 
￥10,000

Fine Little Day
Ziggy cushion cover
ファインリトルデイ ジグザク クッションカバー

●リネン50％・コットン50％  ●49×49cm 
￥5,500

Design：Jenni Tuominen

Design：Elisabeth Dunker

Kauniste
Sunnuntai cushion cover
カウニステ サンデー クッションカバー

●リネン55％・コットン45％  ●47×47cm 
￥3,200

Design：Matti Pikkujamsa

Design：Masaru Suzuki

リビングにアクセントを添える
リネンクッションカバー。

この肌触りが心地いい…
快適な眠りへと誘う
ウォッシュドリネン。

リネンの風合いに包まれて
日常のバスタイムを
もっと素敵に。BED 

room
●ウォッシュドリネン100％  
●150×200cm  ●4カラー
￥18,000

Lapuan Kankurit
   　USVA Summer blanket
 ラプアンカンクリ ウスバ サマーブランケット

●ウォッシュドリネン100％  ●150×200cm  ●イエロー/ブルー
￥18,000

Design：Anu Leinonen

Lapuan Kankurit
   KASTE Summer blanket
     ラプアンカンクリ キャステ 
     サマーブランケット

●リネン100％  
●50×70cm  
●12カラー 
￥4,200

Design：Ingela Berntsson

Design：Anu Leinonen

Växbo Lin 
Bath mat 
ヴェクスボリン バスマット

Jokipiin Pellava
Bath mitten
ヨキピンペラバ テリー織りバスミトン

●リネン70％・コットン30％  
●15×20cm  ●4カラー 
￥2,800

●洗濯機で普通に洗えます。ただし、タグの洗濯表示を
　遵守してください。コットンに比べて汚れが落ちやすい
　ので、洗濯時間は短く、脱水も軽く短めに。

●リネン繊維に含まれるペクチンは熱に弱いため、お湯
　で洗濯の際は温度を60℃以下に。

●汚れを避けるために表面加工が施されている場合が
　あり、使用の際は事前にしばらく水に浸し、一度、洗濯
　をしてからお使いください。

●洗剤は中性もしくは弱アルカリ性を、蛍光剤や漂白剤
　が含まれている洗剤は繊維を傷めやすく、耐久性を損
　なうので、できれば避けてください。

●リネン生地の特性として最初の洗濯の際に3～12％
　程度の縮みが生じます。とくに生地を仕立てる際には
　一度、水に浸してからの縫製作業が必要です。

●無漂白リネンは水に浸すと茶色のアクが出てきます。
　色物も色落ちがありますので、はじめの数回は他の洗
　濯物と分けてください。

●洗濯後、干す際にはシワを伸ばすと、リネン特有の自
　然な風合いに仕上がります。他の繊維に比べて乾き
　が早いので、乾燥機の使用は最小限に。

●アイロンは生乾き状態でかけるとキレイな仕上がりに。
　リネンウォーターで香りをつけるのもおすすめです。

リネンの
お手入れ…
使うほどに馴染む

ナチュラルな風合い。

無漂白の生地は洗うことで

Honey milkと呼ばれる

落ち着いた表情を

みせてくれます。

リネンの魅力の

ひとつです。

BATH 
room

dining 
room

＋

いずれか1枚

リネンの特長…

feature特集

暮らしに、ここちいい うるおいを―――



ブルーとホワイトの爽やかな外観。

木の素材感に抱かれた開放的な室内空間。

北欧スタイルが誘うナチュラルな心地よさと

確かな機能性に支えられたいつも安心・快適な住まい。

上質の居住環境から満ち足りた暮らしが始まる。

4

■敷地面積／179.78m2（54.38坪）

■延床面積／125.76m2（38.04坪）

■1階面積／  68.73m2（20.79坪）

■2階面積／  57.03m2（17.25坪）

■小屋裏面積／  18.22m2（  5.33坪）

■構造／2×6壁工法・2×8屋根構造

●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

木の香りに抱かれた

シンプルな北欧スタイル。

3

快適なのは機能性だけではない。室内の床や天

井などにふんだんに使われている天然木によって、

木の香り漂うやすらぎ感のある空間に仕上げられ

ている。白い壁面と木の温かみ、シンプルで飽きの

こない上質の空間づくりがなされている。また、1階

テラスと2階バルコニーはゆったりの広さが確保さ

れて、効果的に設けられた吹き抜け空間とともに、

広がりのある居住環境をつくっている。住まいづく

りには数値に表れない環境づくりも大切だ。

高機能な住宅性能に支えられた

一年中快適な居住空間。

家を建てるにあたり、多くのハウスメーカーを比較検討したというSさんご夫妻。

その結果、ジューテックホームの気密性・断熱性・遮熱性や木製トリプルガラ

スサッシ、蓄熱式温水床暖房の快適性にすっかり魅せられ、依頼する際に何

の迷いもなかったという。実際に暮らし始めて、その満足度がさらに高まった

そうだ。室内全体を暖めてくれる蓄熱式温水床暖房はもちろん、小屋裏にあ

るエアコンの冷気が1階まで届いて、夏も快適に過ごせることを実感。その高

い遮熱性に驚かされた。そして木製トリプルガラスサッシの高い遮音性で大

通りの騒音も気にならない。室内環境が常に最適な状態に保たれている。

豊富な経験から導き出された

レイアウトと適切な提案力。

住まいには暮らしやすさとライフスタイルに即した空

間づくりが欠かせない。回遊式リビングや水まわりの

家事動線に配慮されたレイアウト、限られたスペー

スのなかで、ムダを排除しつつ、ゆったり感やゆとり

の収納力を生み出す工夫が随所になされている。

Sさんは、希望や要望に適切なアドバイスと素敵な

提案で応えてもらいました――とその対応も申し分

なかったと語るSさん。スムーズな住空間に支えられ

たS邸のストレスフリーな暮らしが見えてくるようだ。

高窓に空を映し込む開放的なリビングは家族お気に入りの空間。隠蔽配線の造作でですっきりのAVコーナー、
表情豊かな無垢のサクラ材を用いた床が、フルフラットの和室へと続く。

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

際立つ機能性と快適性が支える
上質のライフステージ。

サーモタイルの床で
冬もひんやりしない
快適な2階トイレ。

東京都 S邸
F u n c t i o n a l i t y  &  C o m f o r t a b l e n e s s

生活動線に配慮した対面キッチンは、リビングまで見渡すことができる。 2Wayのシューズクローゼット（左）を備えたスッキリの玄関。

2階ホールから高窓の吹抜空間。天井の明るいパイン材と採光が
相まって開放感が心地いい。

1階全面に施された
蓄熱式温水床暖房で
玄関に入った瞬間に
暖かさを実感。

リビング
（上部吹抜）

洋室

ダイニング

ホール

小屋裏

玄関

SIC

DN

UP

キ
ッ
チ
ン テラス

小屋裏収納

和室

吹抜

主寝室

書斎

バルコニー
洗
面
室

洋室

ホ
ー
ル

WIC

UP

DN

白・ブルー・木肌で色調をそろえた瀟洒な外観。

白とプルシアンブルーのメリハリある外観は、
木製トリプルガラスサッシと木製フェンスがナチュラルなアクセントに。

1階テラスでは趣味の大型バイクの整備もできる
ゆとりのスペースを確保。



　　　　　　　ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014

（ 　優秀賞受賞）

WELL-DO Check!!

北欧スイーツキッチン 「鳥の巣をかたどった揚げ菓子」を意味するティッパレイパは、フィンランドの春を
祝うVappu（5月1日のメーデー）に欠かせないお菓子です。独特な形、カリッ
ほろほろとしたドーナツというよりも、かりんとうに近い食感です。

・小麦粉
・牛乳
・卵
・てんさい糖
・バニラビーンズ 　
・塩
・ベーキングパウダー
・すりおろしのレモン皮
・揚げ油（菜種油・オリーブオイル等）
・粉砂糖

140g
100cc

2個
小さじ3

1/4本
小さじ1/4
小さじ1/2

1個分
適量
適量
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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（　　　　　　　　　　）

■ジューテックホームを何で知りましたか？
　□WELL-DOを見て　□当社ホームページ・ブログ　 □検索エンジン　
　□検索エンジン以外のWeb媒体　□個人のブログ・Webの口コミ等
　□住宅情報誌　□雑誌・情報誌広告　□チラシ・DM　□イベント・展示会　
　□モデルハウス　□街頭広告・看板等　□ご家族・ご親戚・お知り合いの紹介　　
　□当社営業担当　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

■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  □省エネ性能　
　　□内装・設備  □立地・環境  □間取り  □外観  □採光  □収納力　　
　　□アフターメンテナンス　□価格　□その他（　　　　　　　　　　　）

　●ジューテックホームへのご要望がありましたらご記入ください。

■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。2015SP

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卵、砂糖、バニラビーンズ（縦に裂いて中のビーンズ
　を扱き出したもの）、塩、牛乳を順にボウルに加えて
　その都度よく混ぜる。

❷小麦粉とベーキングパウダーを一緒にふるって、①に
　加える。

❸すりおろしのレモン皮を加え、ダマにならないよう混ぜ
　る。3mm口の絞り出し袋に入れ、30分以上休ませる。

❹揚げ油と直径7～8cmのセルクルを鍋に入れ180℃に
　熱する。セルクルに円を描くように絞り出し、表裏それ
　ぞれ1分程度、ほどよいきつね色になるまで揚げる。

❺キッチンペーパーなどで十分に油分を落とし、冷めて
　から粉砂糖を振る。

大岳山
  Oodakesan 1,266.5m

奥多摩三山の東の一峰を成し、都心方面からも

特徴的な山容が望める大岳山。新緑・花・岩場・

渓谷・滝・眺望など、小粒ながら魅力の詰まった

山として、日本二百名山・花の百名山にも選ばれ

ている。電車・車どちらでも都心から1時間あまり

のアクセスの良さ、往復ケーブルカーを利用すれ

ば体力的にも手頃な一日コースとしておすすめ。

とくに春は新緑と多様な花々に彩られる。コース

や標識等も十分に整備され、トイレも随所にある

ので安心だ。鎖場や鉄梯子を通過する箇所があ

るものの注意すればそれほど問題はない。

4月～5月にかけてカタクリ、スミレ、ニリ
ンソウ、イワウチワ、シロヤシオ、イワカ
ガミ、ミツバツツジ、ヤマルリソウ、ツク
バネウツギ、オトコヨウゾメほか、多彩な
花々に彩られる。

●御岳登山鉄道〈御岳山ケーブルカー〉 Tel.0428-78-8121
　運行時間7：30～18：30（15～30分間隔・混雑時は臨時増発あり）・http://www.mitaketozan.co.jp/
●御岳ビジターセンター（登山道・周辺情報について） Tel.0428-78-9363（8：30～5：15平日のみ）・http://www2.ocn.ne.jp/̃mitakevc/
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新たな〈省エネ住宅ポイント制度〉の

おトクな活用術！
新たな省エネ住宅ポイント制度がスタートしました。取得したポイントは、

1ポイント＝1円として換算され、地域商品券、地域産品、復興支援、全国

で使える商品券・プリペイドカードなどに交換できるほか、追加工事費用

にあてることができる「即時交換」も可能です。対象のリフォームおよびポ

イントも、前回より充実した内容になっています。そこで今回の省エネ住

宅ポイント制度について、その内容をまとめてみました。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●省エネ住宅ポイント制度に関するご質問・ご相談は
　ジューテックホーム（株）までお気軽に！

Access＞　青梅線・御嶽駅⇔〈西東京バス10分〉⇔ケーブル下←〈徒歩5分〉→御岳山ケーブルカー・滝本駅

　　　　　　中央道・八王子IC⇔〈R411経由約60分〉⇔御岳山ケーブルカー・滝本駅
　　　　　　圏央道・青　梅IC⇔〈R411経由約40分〉⇔御岳山ケーブルカー・滝本駅
　　　　　　圏央道・日の出IC⇔〈R411経由約30分〉⇔御岳山ケーブルカー・滝本駅
　　　　　　※滝本駅駐車場（130台・通常料金1,400円/1日）他2ヶ所駐車場あり

Course time＞滝本駅→〈御岳山ケーブルカー6分〉→①御岳山駅→0：40→②御岳神社→0：15→
③天狗の腰掛杉→0：45→④奥の院→0：20→⑤鍋割山→0：15→⑥鍋割山分岐→0：40→⑦大岳神社
→0：20→⑧大岳山山頂→0：15→⑦大岳神社→0：30→⑥鍋割山分岐→0：05→⑨芥場峠（上高岩山
展望台・往復約30分）→0：20→⑩綾広の滝→0：20→⑪ロックガーデン→0：30→⑫七代の滝→0：40→
⑬長尾平分岐（長尾平・往復約10分）→0：35→①御岳山駅→〈御岳山ケーブルカー6分〉→滝本駅
total＞6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。

北欧のおいしいお菓子○ティッパレイパ

作り方（約20個分）

Weekend Hiking   Spring
＊週末ハイキング案内＊

＊セルクル（型）がない場合は上下を
　くりぬいた空き缶などでも代用できます。

26

馬頭刈尾根より大岳山

省エネ住宅ポイント制度の詳細についてはお気軽にご相談ください！

Tippaleipa��

▲

▲

御嶽駅

鍋割山

長尾平

WC

御岳神社

日の出山

御岳山
ケーブルカー

407.4

902

WC

日本二百名山
花の百名山

青梅駅→

←奥多摩駅

推定樹齢1000年
国の天然記念物

奥の院

御岳山

▲

▲
▲

御
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駅

WC

WC

WC

WC

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

ロックガーデン

綾
広
の
滝

大岳山
1,266.5

大
岳
神
社

長尾平分岐
天狗の腰掛杉

神代ケヤキ

鍋割山
分岐 芥

場
峠

1,070

929

1,084

高岩山▲ 920

大塚山
▲920.3

831

②

③

⑩

①

上養沢

R411

滝
本
駅

上高岩山
展望台（東屋）

芥場峠から
往復約30分
大岳山、南・東面の
眺望が素晴らしい

苔むした岩と
新緑に彩られる
清流沿いの道

七代の滝
長尾平へ
往復約10分

カタクリ

急登・鎖場注意

イワウチワ

鎖場・東斜面
滑落注意

鉄梯子の下り

岩場の急登

0　 　       500m         1km

N

約130台・他2ヶ所大岳山ルートマップ

山頂付近より富士山

ツクバネウツギ

神代ケヤキ

七代の滝

綾広の滝イワウチワ

断熱改修

バリアフリー改修

エコ住宅設備

リフォーム瑕疵保険への加入

耐震改修（別枠加算）

エコ住宅の新築

エコリフォーム詳細は下表を参照

1戸あたり12万ポイント

1戸あたり3万6000ポイント

1戸あたり6万ポイント

面積・施工箇所に応じて変動

上限6万ポイント

一律2万4000ポイント

一律2万4000ポイント

一律2万4000ポイント

一律2万4000ポイント

一律3000ポイント

1契約あたり1万1000ポイント

1戸あたり15万ポイント

外壁

屋根・天井

床

窓

太陽熱利用システム

節水型トイレ

高断熱浴槽

高効率給湯器

節湯水栓

発行ポイント数

上限30万ポイント（耐震改修の実施は15万ポイントが別枠加算）

地域に関係なく30万ポイント（完成済み新築省エネ住宅の購入も可）

住宅エコポイント制度の対象工事と発行ポイント数

エコリフォーム
＋

耐震改修
最高

45万ポイント

エコ住宅の新築

30万ポイント

1ポイント＝1円換算

追加工事費用に充てる「即時交換」も可能

対象期間は
新築工事・リフォームどちらも
工事の着工が

2016年3月31日まで

ただし、前回と同様に
予定枠に達し次第、
早期終了となりますのでお早めに。
期間内であっても、予定枠に達した場合は、
エコポイントは発行されません。
省エネ住宅ポイントの申請手続きには、
別途費用がかかります。

※3種類以上の設置が
　ポイント発行の対象

※赤色の表示は前回からポイントが増額されている対象工事。

※エコリフォームの発行ポイント数はリフォームの内容によって異なります。

▼ ▼

高機能フルオーダーメイド住宅〈ウェルダンノーブルハウス〉

ジューテックホームのウェルダンノーブルハウスがこの度〈ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014〉

の優秀賞を受賞しました。省エネ性能やその取り組みが第三者機関に評価されたことは、高機能・高

品質の住まいづくりを手掛けてきた私たちにとって大きな励みです。これも多くの方々のご愛顧、ご助

言の賜物です。これからも高気密・高断熱・高遮熱住宅のトップランナーとして、さらなる品質の向上

に取り組み、より優れた住宅をご提供してまいります。今回の受賞を記念して、皆様方への感謝の気

持ちとともに、より多くの方 に々高機能・高品質の住まいをご体感いただけますよう、ご紹介キャンペー

ンを実施いたします。この機会に、ご実家やご親戚、ご友人・お知り合いなど、ぜひご紹介ください。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジーとは

建物外皮とエネルギー設備機器を一体として捉え、

トータルとしての省エネルギー性の優れた住宅を表

彰する制度です。表彰住宅の選定にあたっては、学

識経験者などで構成される審査委員会が厳正な審

査を行い、一般財団法人日本地域開発センターによ

る公平・中立な表彰制度として、日本における省エネ

ルギー住宅の普及と質的な向上に貢献することを

目的としています。

評価の視点

次の3つの視点から、審査委員会で審議を行い、トー

タルで省エネルギーに優れた住宅を選定し表彰。

■視点1：外皮・設備の省エネルギー性能値

■視点2：多様な省エネルギー手法の導入

■視点3：省エネルギー住宅の普及への取り組み
（一般財団法人　日本地域開発センターより抜粋）

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014

優秀賞受賞記念 ご紹介キャンペーン
　　　　　　　　　　　　　　2015年6月30日まで

▼省エネ住宅ポイント対象の住宅・リフォーム工事がおトクです！▼

クオカード2,000円相当プレゼント
ご紹介いただいた方にもれなく2,000円相当のクオカードをご進呈。
〈新築注文住宅・リフォームいずれもご契約の有無にかかわらずプレゼント〉

全国百貨店共通商品券15万円分
ご紹介頂いた方がご成約の場合、1棟あたり
全国百貨店共通商品券15万円分をご進呈。
●対応エリア：神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県

ご契約内容に応じて、全国百貨店共通商品券をご進呈。

全国百貨店共通商品券2％相当
ご紹介頂いた方が成約の場合、ご成約金額の
2％相当の全国百貨店共通商品券をご進呈。
※ご成約金額50万円（税別）未満は対象外。
※商品券の上限は10万円。
※戸建・マンション他リフォーム全般が対象。

●対応エリア：神奈川県、東京都

＊新築注文住宅・リフォームともに、上記対応エリア以外の場合はご相談ください。

対象のリフォーム

Made for  your  l i fe

Order  made & Reform

新築注文住宅 リフォーム

特典

1

特典

2



ご予約・ご質問は●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！

快適生活情報誌WELL-DO  Vol.34  2015SPRING（春号）　2015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

814

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／2015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。

not PERFECT LINEN（リトアニア）のエプロン

とLapuan Kankurit（フィンランド）・KOIRA JA 

KISSAのかわいいキッチンタオルを2点セットに

して5名様にプレゼント！

※いずれもカラーはお任せください。

■応募締切2015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／10：00～18：00
●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〉

今年2月からフラット35Sの金利優遇が0.3%から0.6%に拡大さ

れました。つまり、10年間は0.6%の固定金利が優遇されます。

借入金額3,000万円、借入期間35年（元利均等返済、ボーナス

返済なし）の試算では、通常の借入と較べて173万円もおトクに

なります。新たにスタートした省エネ住宅ポイント制度と併せて

検討されることをおすすめします。期間は2015年2月9日の資金受

け渡し分から2016年1月29日申し込み分までですが、予算金額に

達した場合は早期終了となりますので、お早めにご検討ください。

フラット35Sの金利優遇が
0.3%→0.6%に
住宅ローン、借りるなら、今がおトク！

フラット35Sの金利優遇が
0.3%→0.6%に
住宅ローン、借りるなら、今がおトク！

※デザイン・色調等は実際と異なる場合があります。

フラット35Ｓ・住宅資金に関するご質問・ご相談もお気軽に！

ルネ･マグリット（1898－1967）は、ベルギーの国民的画家であり、

20世紀美術を代表する芸術家。言葉やイメージ、時間や重力と

いった、私たちの思考や行動を規定する“枠”を飛び超えてみせる

独特の芸術世界は、その後のアートやデザインにも大きな影響を

与え、シュルレアリスムの巨匠として日本でも高い人気を誇ります。

日本におけるマグリットの展覧会は、1970年代以降何度か開かれて

きましたが、本格的な回顧展は2002年以来、実に13年ぶりとなり

ます。ベルギー王立美術館、マグリット財団の全面的な協力を得て、

世界10か国以上から代表作約130点を一堂に集め、さまざまな視点

から、マグリットの魅力に迫ります。

マグリット展

2015.3.25［水］～6.29［月］
国立新美術館 企画展示室2E

●開館時間／10：00～18：00
　＊金曜日、5月23日（土）、24日（日）、
　　30日（土）、31日（日）は20：00まで
　＊4月25日（土）は22：00まで
　※入場は閉館の30分前まで

●休館日／毎週火曜日、
　＊ただし5月5日（火）、26日（火）は開館

●チケット〈当日〉
　一般1,600円、大学生1,200円、
　高校生800円
　＊中学生以下無料
　＊障害者手帳をお持ちの方と
　　付き添いの方1名は無料

●アクセス
・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」
　青山霊園方面改札6出口（美術館直結）
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」7出口から徒歩約4分
・東京メトロ日比谷線「六本木駅」4a出口から徒歩約5分

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600

●http: / /magri t te2015. jp

《 空の鳥 》 1966年　油彩／カンヴァス
68.5×48cm  ヒラリー＆ウィルバー・ロス蔵

Hilary & Wilbur Ross
G Charly Herscovici / ADAGP, Paris, 2015

G Photothèque R. Magritte / BI, ADAGP, Paris
/ DNPartcom, 2015

■当社提携ローンがおすすめです。
　SBIモーゲージ株式会社
　当社との業務提携により手数料もおトクに！
　借入金額3,000万円の場合の手数料が
　通常2.1%・63万円が
　　→1.5%・45万円に！

18万円もおトク！

フラット35フラット35S

当初の
10年間は
0.6%の
金利優遇

借入額／3,000万円
返済期間／35年

（ボーナス返済なし）

の場合の試算

総返済額

3,606万円

総返済額

3,779万円

差額

173万円
オトク！

⇒

＊いずれか1点
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