
Weekend Hiking   Summer 週末ハイキング案内

キレイで長持ち＆メンテナンスフリー

人工木ウッドデッキ

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
北欧の機能美に集約された
暮らしやすく、気品あふれる佇まい。

Informationi ガーデニングやアウトドアに便利――
                    夏の物置祭り開催中！

Beautil ity & Refinement j神奈川県・F邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ヘーゼルナッツとタラゴンのアイスクリーム

Exhibition i エリック・サティとその時代展

P r e s e n t i フェールラーベンのバッグ〈カンケンMini〉を
　　　　　　 　抽選で3名様にプレゼント！

天狗岳・にゅう
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第30話 滝沢 本春さん
ソーラークッカー
開発・製造 工房あまね代表

feature特集 Scandinavian, summer lifestyle

北欧



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・フェールラーベンの
バッグ〈カンケンMini〉を
3名様にプレゼント！

夜になってもなかなか日が沈まない北欧の夏。

人々はサマーハウスやデイキャンプ、サマーバーベキューなどで

短くも凝縮された夏を、野外で目一杯楽しむ。

アクティビティや野外で過ごす夏の日常、

そんな北欧の夏のアウトドアライフをちょっと垣間見てみましょう。
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Summer House
夏をゆったり過ごす［サマーハウス］

Nordisk 
Kari Diamond
●400×510cm・6.5kg
●収納サイズ92×φ32cm 
●テクニカルコットン
　（ポリエステル65％、コットン35％）
●ポール2、Vペグ6本（スチール）
　ロープ付
￥38,000

＊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。

北欧の人たちが夏のバカンスを過ごすサマーハウスは、日本の別荘とは違って、もっとシンプルで気軽に利用できる

セカンドハウス。都会の生活を離れて、菜園で育てた野菜、木ノ実やきのこ、釣った魚などで料理をつくり、お酒ととも

に語らい楽しむ。こうして長い夏の一日を自然の中でのんびりと過ごす。スウェーデンでは国民のおよそ20％（日本は

0.63％）がサマーハウスを所有していて、親戚・知り合い所有も含めると、さらに利用者は多い。最近では、ドイツやオ

ランダなど隣国からの利用者も多く、幸福度が高いといわれる北欧、その理由の一端がこんなライフスタイルにある

のかもしれない。日本ではまだ贅沢なイメージの別荘だが、ライフスタイル、ワークスタイルの変化にともない、今後は

サマーハウスへの関心も高まることだろう。

Midsommar夏の訪れを祝う饗宴［夏至祭］

一年でもっとも日が長い夏至。夏至祭は6月19日から25日までの金曜日を

前夜として祝います。それぞれの家庭では、摘んだ野の花を編んで頭にの

せる花冠やメイポール（夏至柱）に吊り下げる花輪をつくり、ジャガイモ、

スモークサーモン、ニシンの酢漬けなどの料理や苺のケーキ、蒸留酒シュ

ナップスとともに歌や踊りを楽しむ。

Kräftskiva
ザリガニパーティー

［クレフトフィーヴァ］

スウェーデン中部で捕られたザリガニ

は［黒金］と呼ばれる高級食材として、

かつてはロンドンやパリなどの高級レ

ストランで人気だった。乱獲による減

少で禁漁期が設けられるようになった

が、毎年8月8日にザリガニ漁が解禁

になると、この旬の味覚を野外で楽し

むザリガニパーティーが行われる。16

世紀から続く北欧の夏の風物詩とし

て定着している。

Snaps
シュナップス
ジャガイモや麦などを蒸留し、ハーブや

ベリーなどで風味付けされた蒸留酒。

さまざまな種類があり、夏至祭やザリ

ガニパーティーには

欠かせない。

Outdoor Cooking
北欧の野外料理をご紹介

Loimulohi 
ロイムロヒ（フィンランド）

家族や仲間で、盛り上がること間違いなしのアウトドアクッキング。ここではサーモンの燻り焼き〈ロイムロヒ〉、カレ

リア風肉の煮込み〈カルヤランパイスティ〉、デンマーク風ニンジンサラダの美味しい北欧料理3品をご紹介。楽し

く、簡単で、いつもとちょっと違ったアウトドアクッキングはいかがですか。

●作り方／
予め穴を開けた板に、削った木杭を使ってサーモンの半身を打ちつける。
焚火で約1～2時間程、燻り焼きにする。（生の場合は薄い塩水をかけながら）
直火にあたらないように適度な距離を保つ。

〈ソース〉
みじん切りのピクルスに、他の材料を混ぜ合わせ、塩・コショウで味を調える。

●材料／・サーモン（生または甘塩）半身
〈ソース〉・サワークリーム
　　 　・ヨーグルト
　　 　・マヨネーズ
　　 　・きゅうりのピクルス
　　 　・レモン果汁
　　 　・塩
　　 　・コショウ

100g
50g
35g

適量
小1

適量
適量 Karjalanpaisti

カルヤランパイスティ（フィンランド）

●材料／・牛肉（モモかたまり）
　　　　・豚肉塊（ロースかたまり）
　　　　・玉ねぎ
　　　　・人参
　　　　・ベイリーフ
　　　　・塩
　　　　・コショウ
　　　　・じゃがいも

250g
250g

2個
1本
2枚

適量
適量
4個

●作り方／
①3cm角に切り分けた牛肉・豚肉を塩・コショウする。玉ねぎはあらみじん切りに。
②油をひいた鍋で、肉の表面をこんがり焼いて、玉ねぎを入れて軽く炒める。
③少量のバターを加え、人参は皮付きのまま厚めの半月切りにして鍋に入れる。
⑤塩・コショウ、ベイリーフを加え、材料を浸すくらいまで水を入れて強火にし、
　沸騰したらアクを取り除く。
⑤トロ火にして水分がなくならないように途中で水を足しながら、3時間ほどコトコト煮る。
⑥皿に盛りつけ、直火（アルミホイルに包んで）で焼いたジャガイモ、パセリを添える。

Gulerodssalat
キャロットサラダ（デンマーク）

●材料／・人参
・りんご
・レモン果汁
・ドライブルーベリー
・ディル
・オリーブオイル
・塩
・コショウ

1本
1個
小1
大1

適量
適量
適量
適量

●作り方／
①人参とりんごは細切りにして、ドライブルーベリー、塩・コショウを加え、あえる。
②オリーブオイルとディルを加えて混ぜ、さらにレモン汁を加え、軽くあえて盛りつける。

Outdoor Item
北欧発のおすすめ野外道具

tent
HILLEBERG Enan
●215×165×95cm（使用時最大）  
●総重量1.07kg　●Kerlon600 
●アルミポール、ペグ（トライペグ）8本、
　スタッフバッグ、ポールバッグ、ペグバッグ、
　スペアーポールセクション、リペアスリーブ
￥82,000

hammock

Amok Equipment
Draumr geared
●ハンモック重量1.46kg
●総重量2.05kg（タープ含む）
●ダブルリップストップナイロン
　（シリコーンコーティング） 
●設営樹木間隔2.5m～6m
＄379（国内販売未定）

Normark Hunting Chair
●W33×D30×H50cm・SH47cm  ●約1.1kg
●牛革（オイル仕上）・ブナ材（ウレタン塗装）
　レザーショルダー付属                       ￥17,000

BoConcept Adelaide Table
●H75×φ67.5cm ●ホワイト高圧ラミネート・ユーカリ ￥54,900

BoConcept Adelaide Chair
●H86.0/46.5×W60.0×D57.5cm ●ホワイト高圧ラミネート・ユーカリ  ￥39,900

stool

backpack
Haglöfs 
Tight Rugged 13
●容量20L・重量660g
●カラー／トゥルーブラック、
　ライオンゴールド、ジュニパー
                          ￥16,000

FJALLRAVEN KANKEN NO.2
●W270×D130×H380mm  ●容量16L・重量550g
●表地／G1000HeavyDuty・ベルト部分／皮革・ポリプロピレン  ●8カラー　￥18,000
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Skargaarden Resö
●W54×D56×H75cm  ●8kg  ●スチール  
●6カラー  ●design：Matilda Lindblom　
￥60,000

Skargaarden H55
●W76×D90×H92cm  ●9kg  
●チーク、キャンバス  ●2カラー
●design：Björn Hultén　
￥110,000

Skargaarden Boo
●W50×D50×H50cm  ●5kg  
●スチール  ●2カラー  ●design：Martin Kallin　
＄288（国内販売未定）

FIRE PIT 
BASKET

stoVE & cooker knife

GAS

White 
gasoline

Klattermusen 
GNA Travel Pack
●容量35L・重量1.6kg  ●リサイクルナイロン100%
●カラー／シトロネル、ダークグリーン、エボニー
￥43,000

Klattermusen 
Alpine Pack
●容量30L・重量1.1kg
●リサイクルナイロン100%
●カラー／シトロネルダークグリーン、
　エボニー
￥38,000

OPTIMUS 
No.123R SVEA
●収納サイズφ100×H130mm  ●重量550g
●約1300kcal/h
●燃焼時間：120mlの燃料で最大2時間
￥15,000

Trangia Stormcooker S 
UL hard anodizied
●収納サイズφ180×H100mm  ●重量740g
●フライパン：アルミ（ノンスティック加工）
　ソースパン：アルミ（ハードアノダイズド加工）
　ケトル・収納袋は別売
￥16,000

PRIMUS 153 Ultra burner
●収納サイズ75×88×30mm  
● 本体重量116g●3,600kcal/h
●燃焼時間：約55分（IP-250タイプガス）
　ナイロンスタッフバッグ付属、
　ガスカートリッジ別売
￥8,700

Moraknife 
Companion Heavy Duty
Orange
●224mm（刃長104×刃厚3.2mm）  
●重量101g（ナイフのみ）
●柄：ラバー、刃：カーボンスチール
　プラスチックシース付属
￥2,400

bottle & jug
KEVNHAUN 
slim Mag bottle 300ml
●φ68×H201mm
●18-8ステンレス、ポリプロピレン、
　ABS樹脂、シリコン
●ホワイト、イエロー、レッド、
　ティールグリーン
￥2,500

Stelton
Classic 
Vacuum jug
●105×H300mm
●ABS樹脂、ソーダ石炭ガラス、合成ゴム 他
●design：Erik Magnussen　￥10,000

木の香りが
隠し味。
焚火で燻す
サーモン。

ドリルで板に穴を開けて
先を削った木杭で

サーモンの半身を打ちつける。
（5ヶ所程度）

ダッチオーブン
をつかって
2～3種類の
肉をシンプルに
コトコト煮込む。

人参とりんごの
さっぱりサラダ。

風にそよぐ
爽やかな
コットンの
風合い。

ハンモックで
自然をもっと
身近に。

Tarp

Nordisk Alfheim
●400×400×H275cm（使用時）・12kg 
●収納サイズ80×φ30cm 
●テクニカルコットン（ポリエステル65％、コットン35％）
●ポール、Vペグ20本（スチール）ロープ付
※フロアシート・インナーキャビンはオプション
￥70,000

印象的なレトロモダンのティピ型デザイン。

お気に入りの道具とともに自然の中で過ごす。

品質や機能性はもちろんのこと、デザイン性にも優れ

アウトドアの時間を、より楽しく、充実させてくれる

そんな北欧生まれのアウトドアアイテムを厳選しました！

名作テント＋ウルトラライトの発想。

table & Chair
モダンデザインの傑作。

快適を
カタチにした
リクライニングチェア。

インドアとアウトドアの垣根を超えた秀作。

持ち歩く
椅子。

焚火で過ごす時間。

機能性や耐久性はもちろん、フォルムやデザイン

も秀逸の北欧メイドのアウトドアバッグ。アウトドア

だけでなく、タウンユースでも重宝します。

人間工学に基づいた
水滴型フォルム。

使い方・スタイル自在、
人気の2Weyバッグ。

＊他にKANKEN・KANKEN Mini・KANKEN Kids・KANKEN Laptop13”・KANKEN Laptop15”・
　KANKEN Laptop17”・KANKEN Big・Maxi KANKENなどラインナップ、カラーも豊富。

機能・サスティナブル・
洗練されたデザイン、
傑作バックパック。

野外のクッキングに欠かせない携帯調理機器。

燃料として一般的なホワイトガソリン、ガス、アル

コール――日本でも良く知られている名品をそれ

ぞれご紹介します。

1892年に発売されたPRIMUSストーブ。
その後のアムンゼンの南極大陸横断や
ヒラリー＆テンジンのエベレスト登頂など
数々の歴史的偉業を見届けてきた。

歴史を
受け継ぐ
ガスバーナー
の定番。

100年以上
変わらない

ガソリンストーブ
の名作。

無駄のない機能美に結集された
アルコールクッカーの傑作。

Alcohol

絶品の実用ナイフ。

機能的で
スタイリッシュ
マグボトル。
ケブンハウン
スリムマグボトル

モーラナイフ

北欧モダンの粋。
ステルトン・クラシックジャグ

スウェーデン

デンマーク

デンマーク

ノルディスク・アルヘイム

デンマーク

デンマーク

ノルウェー

ノルディスク
カーリ・ダイアモンド

アモック・イクィップメント
ドリーム

スウェーデン

ヒルバーグ・エナン

スウェーデン

スカーガーデン・レソ

ボーコンセプト・アデレード

デンマーク

スウェーデン

デンマーク

ノルマーク
ハンティングチェア

スカーガーデン・ブー

スウェーデン

フェールラーベン・カンケン スウェーデン

ホグロフス
タイト・ラギッド

スウェーデン

スウェーデン

クレッタルムーセン
ギノア・トラベルパック

クレッタルムーセン
アルパインパック

スウェーデン

オプティマス

プリムス

トランギア

スウェーデン

スウェーデン

スウェーデン

定番のカンケンバッグ



落ちついたツートンカラーの

大屋根の北欧スタイルの存在感。

天然木と白で色調を抑えた

シンプルモダンの室内は、

一年を通して、いつも快適な

超高気密・高断熱・高遮熱仕様。

スペースの有効活用と様々な工夫が

随所に散りばめられ、無駄のない

ゆとりの空間に仕上げられた。

まさに機能美の結晶である。

4

■敷地面積／203.91m2（61.68坪）

■延床面積／119.88m2（36.26坪）

■1階面積／  57.87m2（17.50坪）

■2階面積／  62.01m2（18.75坪）

■小屋裏面積／  10.26m2（  3.10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

北欧スタイルの機能性に

＋αされた理想の住環境。

3

3年前に建てられたご子息の〈北欧スタイル〉の新築

住宅に魅せられて、ご自身の家も「北欧スタイルに

したい」という強い想いを抱いたFさん。その念願が

叶って、同様に住まいづくりをジューテックホームに

依頼することになった。従来の住まいは暑さと寒さ、

さらに結露にも悩まされ、間取り・収納も不便で、快

適とは程遠い暮らしを強いられていた。そこで、厳し

い自然環境とモダンデザインによって培われた北

欧住宅の機能性を活かし、ライフスタイルにより即

した快適な住空間を求めて、住まいづくりが始まる。

最高のクオリティと

細部にまで及ぶ快適性。

業界トップレベルの超高気密・高断熱性能とオリ

ジナル蓄熱式温水床暖房などの優れた機能面、

加えて無駄を巧みに排除することによって生み出

される〈ゆとり〉。造り付けの家具や階段付きロフト、

周囲の緑を借景とする木製バルコニー、随所に見

られるゆとりの収納スペースなど、様 な々工夫が細

部にまで及ぶ。いずれにしても、ご両親の生活様

式を熟知し、北欧住宅ですでに3年お住まいになっ

ているご子息のアドバイスや意見が、住まいづくり

に、より良いカタチで活かされていることは確かだ。

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

北欧の機能美に集約された
暮らしやすく、気品あふれる佇まい。

神奈川県 F邸
B e a u t i l i t y &  R e f i n e m e n t

広々のシューズインクローゼットと
入口脇にベンチが設けられた
機能的なエントランス空間。

ク
ロ
ゼ
ッ
ト

小屋裏収納

北欧スタイルのリビングは蓄熱式温水床暖房（1階全面）だけで真冬も快適。

スペースを最大限に活かす

アイデアと自由なプランニング。

まずは大屋根の住宅を建てるための土地探しから

始まった。ジューテックホームのネットワークを駆使

して、ようやくお眼鏡に叶った土地は見つかったも

のの、敷地の制約で建築規制に抵触しない工夫

が必要だった。エントランスや駐車スペースの配置

を微調整するなど、無理のない、無駄のないプラン

が求められた。北欧建築に造詣が深いご子息の

アドバイスと設計の自由度が住まいづくりに欠かせ

なかったというFさん。それは間取りやスペースの有

効活用など、室内空間全体に活かされている。
小屋裏

キッチン

テラス

ダイニングリビング

玄関
ホール

バルコニー

パントリー

アイロン台

物
入

ポーチ

SIC

ホール

主寝室

ランドリー
ルーム

洋室

洗面室

物入

浴室

UP

UP

DN

DN

スウェーデン製木製トリプルサッシと木製バルコニーがアクセント。 周囲の植栽にもマッチした2階バルコニー。 窓越しの緑が鮮やかな収納・家事スペース。 広いシンクを備えた洗面室は採光も優れている。 ニッチにタイルが施され、収納力も充実のトイレ。 階段でつながる広い小屋裏収納。 マジックアワーが独特な雰囲気を醸し出す。

モノトーンを基調にしたシックな対面キッチン。
カウンターテーブルやゆとりの収納力で使い勝手も抜群。

ブラウンホワイトのツートンカラーの外壁とブルーグレーの存在感のある大屋根が
見事に調和した上品な外観。

ヴィンテージのテーブルを中心に明るく落ちついたダイニング。

木の香り漂うゆったり広 と々した主寝室。収納部分は、引き込み式のドアで
間仕切りが可能に、使いやすさに配慮されている。

玄関ポーチのお洒落な照明は
巨匠〈ルイス・ポールセン〉デザイン。
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日本第2の高所に
ある温泉。野天風呂は
野趣あふれる混浴

軌道と枕木を
残すトロッコ道

湖面に天狗岳を映す
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コマクサの咲く
快適な稜線

黒百合ヒュッテ
へ往復約10分

西天狗まで
往復約45分

ガレ場の斜面

岩峰の頂上からは
360度の眺望

シャクナゲ
見頃7月上～中旬

風情のある秘湯
映画「岳」ロケ地

本沢温泉

白砂新道を経て
本沢温泉へ75分
一部荒れている
荒天時は要注意

岩稜帯滑落注意2640

360度の大展望
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1500

2180

2415
中山峠

北欧スイーツキッチン タラゴンは北欧でも一般的にお魚料理によく使われるハーブです。キャラメル
リゼしたナッツと甘酸っぱいベリー、アイスクリームにタラゴン独特の清涼感
が絶妙。シンプルながら、豪華な夏のデザートです。

あったという。累計3000台以上を世に送り

出し、当時の多忙な日々 からは解放された

が、 災害の備えだけの目的で購入するこ

とはあまりお勧めしません、と謙虚に語る滝

沢さん。緊急時だけでなく、あくまで暮らし

の楽しみのひとつとして永く使い続けてほ

しいという想いだ。燃料も使わず、とくにメ

ンテナンスを必要としない、太陽まかせの

ソーラークッカーは究極のスローライフの

道具に違いない。だから日々 の暮らしで使

う愛用者も増えてきている。

　昨年夏、カリフォルニア州サクラメント

でソーラークッキングフェスティバル2014

が開催された。世界各国から様 な々ソー

ラークッカーとソーラーシェフが一堂に会

したイベントで、滝沢さんも自作の「かる

ぴか」「おやぴか」を披露した。人 の々関

心も高く“Beautiful”“Excellent”など、寄せ

られた数多くの賛辞は、やはり制作者冥

利に尽きる。ソーラークッキングをお祭りと

して心底楽しむ人 と々ともに、自らも楽しむ

ことの大切さと可能性を感じた貴重な体

験だったという。

　省エネ、節電、温暖化など――環境に

ついて語られるとき、どこかで我慢を強い

られるようなネガティブさがつきまとう。でも

本来は自らの環境や暮らしを通して、将来

へどう受け継いでゆくのか見つめること。

そんな前向きな気持ちにさせてくれるのが

ソーラークッカーだ。小難しい話は抜きにし

て、晴れた一日、庭やベランダで、家族や

仲間とのんびりソーラークッキングを楽し

む。まさに太陽の恵みに触れる、本当に

贅沢な時間といえるのかもしれない。
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個人情報保護シート

個人情報保護シート

滝沢 本春さん第30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。

●OA機器の設計技師を経て、
　1995年に有機農業に転身。
●治具設計の傍で
　ソーラークッカーの設計に携わる。
●2002年、農業のサイドワークで開発した
　パラボラ型ソーラークッカー〈きらぴか〉発売。
　国内ではじめてソーラークッカー量産。
●設計・製造・販売をはじめ
　実演や普及活動など、精力的に取り組む。
●〈工房あまね〉代表

ベランダクッキングに適した軽量型〈かるぴか〉
42,000円（完成品・税込・送料含） 
直径80cm・重さ3.1kg（煮物・スープ類・炊飯など）

大火力の本格派〈おやぴか〉
270,000円（完成品・税込・送料含） 
直径130cm・重さ9.0kg（炒め物、焼き物など）

■工房あまね
　〒384-2102 長野県佐久市塩名田1138-1
　tel.0267-51-5430
　http:/ /amane-studio.jp/

＊協力／自然焼菓子工房roco

驚きと大いなる関心を抱いた滝沢さん。

農業を通じて常々感じていた環境意識、

技術者としての探究心に火がついて

2001年ソーラークッカー開発に着手する。

当初は都会の子供たちの農業体験会

の一環で企画された簡単なソーラークッ

カーづくりから始まり、試行錯誤を重ねた

末に、パラボラ型ソーラークッカー「きらぴ

か」として完成をみる。素材から形状、デ

ザインや使い勝手、耐久性にいたるまで、

そこには滝沢さんの妥協のないものづくり

と深い想いが込められている。そして学

校などの教育利用やイベントでの実演で

は、いつも多くの反響が寄せられた。誰し

も子供の頃に体験した虫眼鏡で火を起

こす感覚――ソーラークッカーにはそんな

子供心をくすぐるワクワク感がある。もちろ

ん太陽エネルギーや環境問題を考える

上での教材としても申し分ない。そして節

目は2011年の東日本大震災だった。

　太陽に合わせるだけで燃料も必要と

せず、お湯が沸かせて、煮炊きもできる。

そんな特長を活かして、途上国の難民キ

ャンプでは、かねてよりソーラークッカーが

実用調理機器として重宝されていた。

停電や節電、そして被災地で調理に活か

したいと、滝沢さんのもとにも全国から問い

合わせや注文が殺到した。多くの注文に

対応する中で、滝沢さんもまた、消費一辺

倒のそれまでのライフスタイルを見直そう

とする社会の動きを肌で感じた瞬間でも

　

　再生可能エネルギー活用の高まりと

ともに、家庭でも定着しつつある太陽光

発電。かりに地球に降り注ぐ太陽エネル

ギーを100％利用すると、1時間ほどで世

界中の年間消費エネルギーをまかなうこ

とが可能、その潜在的可能性は計り知れ

ない。コストや運用面など様 な々問題を

抱えているものの、資源の乏しい日本にと

って太陽エネルギーへの期待は大きい。

そんな太陽エネルギーを身近な暮らしに

活かす試みのひとつとして、本格的な太

陽熱調理機器ソーラークッカーの開発・

製造を手がけている滝沢本春さん。国

内でも有数の日照時間を誇る長野県佐

久の工房で本職の治具設計の傍、ソー

ラークッカーの実演や普及に努めている。

　滝沢さんはOA機器の設計技師から

有機農業に転身した異色の経歴の持ち

主だ。自然食・有機農業に関する多くの

著作で知られる鳥居ヤス子さんを通じて

ソーラークッカーに出会った。レンジフード

と空き缶だけのごく簡易な装置と太陽光

のみで、簡単にゆで卵がつくられることに

　

❶卵黄に砂糖の半分量を入れて、泡だて器でよく混ぜる。
❷ココナッツパウダーと残りの砂糖をあわせ、生クリームを
　加え、ゆるめに泡立てる。①に加えてよく混ぜてから、平た
　い容器に流し込み、4時間以上冷凍庫で冷やし固める。
❸ヘーゼルナッツを160℃のオーブンで10分～15分ほど
　ローストしておく。
❹砂糖とココナッツパウダーを混ぜて、大さじ1の水ととも
　にフライパンで熱する。
❺砂糖が溶けてココナッツが薫ったら、バターを加えて混ぜ
　③のローストしたヘーゼルナッツを加えて再び混ぜる。
❻ベーキングシートの上に出して⑤を冷やし、荒めに刻む。
❼器に②のアイスを盛り付け、⑥のキャラメルリゼしたナッ
　ツとブルーベリーを添え、タラゴンを散らして出来上がり。
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●本格派の〈おやぴか〉は炒め物も十分
　な火力〈3Lが46分で沸騰（晴天時）〉

●かるぴかで沸騰する鍋〈1Lで38分（晴天時）〉

●子供の好奇心も熱く輝かせてしまう
　ソーラークッカー

●ソーラークッキングフェスティバル2014
　工房あまねのブース風景

キレイで長持ち＆メンテナンスフリー

人工木ウッドデッキ

WELL-DO Check!!

ウッドデッキにしたいけれど、メンテナンスや維持がたいへん…。傷みがひ

どいのでそろそろ張り替えが必要だ…。そんな方々に朗報です。木の質

感を活かしつつ、強度や耐久性、そしてメンテナンスフリーの人工木のデッ

キが登場しました。木の落ち着いた素材感を人工木で再現することによっ

て高級木材のような上質感、目地間から床下が見えないフローリングのよう

なスマートな仕上がりになります。住まう人の健康にも配慮したノンホルム

アルデヒドで、キレイで長持ち、しかも半永久的に補修やメンテナンスが不

要です。ウッドデッキを新設したい…、古くなったウッドデッキを取り替えた

い…そんな方はぜひ、ご検討ください。 0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

北欧のおいしいお菓子○ヘーゼルナッツとタラゴンのアイスクリーム

作り方

ソーラークッカー
開発・製造 工房あまね代表

・生クリーム
・卵黄
・てんさい糖
・ココナッツパウダー
・タラゴン（生）
・ブルーベリー（生または冷凍）

〈キャラメルリゼ〉
・ヘーゼルナッツ
・てんさい糖
・ココナッツパウダー
・無縁バター

200cc
2個
40g
30g

適量
適量

　
25g
40g
10g
5g

材　料（4人分）
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変色しにくく、美しい質感が長持ち
強度や耐色・耐久性に優れ、塗装やメンテナンスも必要ありません。

1

腐りにくく、健康にも配慮
腐朽やシロアリによる食害に強く、薬品防腐処理もしないので安全・安心です。

2

水はけがいい
吸水率が非常に低く、反りや変型、腐食の心配もありません。

3

ささくれない
硬度が高く、キズ・ささくれができないので、安全で補修も不要です。

4

人工木ウッドデッキに関する
ご質問・ご相談・リフォームはお気軽に。

●機能美と存在感ある〈おやぴか〉
調理の際はサングラスが必須

天狗岳・にゅう
 Tengudake 2,646m  Nyuu 2,351.9m

北八ヶ岳の最高峰で双耳峰の天狗岳と不思議

な山名が記された〈にゅう〉。山肌はシラビソやコ

メツガなどの苔むした深い原生林に抱かれ、山頂

では素晴らしい展望が待っている。ここでは、稲

子湯を起点に秘湯・本沢温泉をめぐる周回コー

スをご紹介。途中の本沢温泉もしくは山小屋泊

のゆとりあるプランで訪れたい。にぎやかな夏の

八ヶ岳にあって比較的静かな山歩きが楽しめる。

9月～10月頃の初秋・紅葉の時期もおすすめだ。

●小海町営バス Tel.0267-92-2333・http://www.koumi-town.jp/
●本沢温泉 Tel.0266-72-3260（事務所）テント場あり　http://www.yatsu-honzawaonsen.com/
●黒百合ヒュッテ Tel.0266-72-3613・テント場あり　http://www.kuroyurihyutte.com/
●根石山荘 Tel.0266-73-6673　●山びこ荘 Tel.090-5446-1205　http://www.yamabikosou.com/
●ヒュッテ夏沢 Tel.0266-58-7220　http://www.yatsugatake.gr.jp/

Access＞　JR小海線・小海駅⇔〈小海町営バス松原湖線0：40〉⇔みどり池入口

　中央自動車道・須玉IC⇔R141経由・松原湖方面1：30⇔みどり池入口駐車場
　関越道・上信越自動車道・佐久南IC⇔R141経由・松原湖方面1：20⇔みどり池入口駐車場
※みどり池入口に駐車スペース有り（約15台）、稲子湯旅館有料駐車場（約20台）を利用。

Course time＞①みどり池入口→2：30→②十字路分岐→0：50→③にゅう頂上→0：50→
④にゅう分岐→0：15→⑤中山峠→1：25→⑥天狗岳〈東天狗〉頂上→0：35→⑦根石岳→0：45→
⑧夏沢峠→0：40→⑨本沢温泉→1：30→⑩みどり池→1：20→①みどり池入口
total＞10時間40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、経験や体調などによって変わります。

双耳峰の天狗岳

Weekend Hiking   Summer
＊週末ハイキング案内＊

0　 　　　500m       　1km

N

天狗岳・にゅうルートマップ

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。2015SU

〈北八ヶ岳〉

Hasselnod og 
estragon is

/

みどり池入口 みどり池入口～
稲子湯往復約30分

天狗岳より南望

にゅう頂上より白駒池方面を望む

天狗岳頂上より西天狗方面を望む

本沢温泉野天風呂

みどり池

苔に覆われた森

赤岳
↓

阿弥陀岳
↓

硫黄岳
↓

根石岳

お見積
無料！

人気No1
リフォーム

OB様
OG様



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.35  2015SUMMER（夏号）　2015年6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
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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29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7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。

アウトドアだけでなく、タウンユースでも大活躍の

スウェーデン・フェールラーベンのバッグ〈カンケ

ンMini〉を3名様にプレゼント！

●素材／ビニロンF、ポリプロピレン
●サイズ／H29cm×W20m×D13cm・容量7L
●重量220g＊カラーはお任せになります。

■応募締切2015年7月31日必着
■発表は発送（8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〉

ガーデニング用品やテントなどのアウトドアグッズ、カー用品やサ

イクル用品などの収納に、庭先やガレージにあると便利なのが、

屋外の物置（収納庫）です。耐久性に優れ、丈夫で長持ち、すっ

きりデザインで住まいにもフッィト。庭先のクローゼットとして大活

躍まちがいなしです。只今、夏の物置祭り開催中！　驚きの特別

価格でご提供しています。この機会を、ぜひお見逃しなく。

ガーデニングやアウトドアに便利――
夏の物置祭り開催中！
ガーデニングやアウトドアに便利――
夏の物置祭り開催中！

※デザイン・色調等は実際と異なる場合があります。

夏の物置祭りに関するご質問・ご相談もお気軽に！

エリック・サティ（1866-1925）は、20世紀への転換期に活躍したフ

ランスの作曲家です。サティは芸術家たちが集い自由な雰囲気をた

たえるモンマルトルで作曲家としての活動を開始し、その後生涯を通

じて芸術家との交流を続けました。第一次大戦中より大規模な舞台

作品にも関与し、パブロ・ピカソとはバレエ・リュスの公演《パラード》

を、フランシス・ピカビアとはスウェーデン・バレエ団の《本日休演》

を成功させます。また一方でアンドレ・ドラン、ジョルジュ・ブラック、

コンスタンティン・ブランクーシ、マン・レイ、そして数々のダダイス

トたちがサティとの交流から作品を生み出していきました。本展では

マン・レイによって「眼を持った唯一の音楽家」と評されたサティの

活動を芸術家との交流のなかで捉え、刺激を与え合った芸術家たち

の作品を通して、作曲家サティの

新たな側面を浮かび上がらせます。

エリック・サティとその時代展

2015.7.8［水］～8.30［日］
Bunkamuraザ･ミュージアム
●開館時間／10：00～19：00
　（入館は18:30まで）
　＊毎週金･土曜日は21:00まで
　（入館は20:30まで）

●開催期間中無休

●チケット〈当日〉
　一般1,400円、
　大学・高校生1,000円、
　中学・小学生700円
　＊学生券をお求めの場合は、
　　学生証のご提示が必要
　＊障害者手帳のご提示で割引あり

●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
＊渋谷駅・宮益坂口（東急東横店）と本店（Bunkamura）との無料の循環バスが
　9:50～20:15の間に12～15分間隔で運転

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600

●http: / /www.bunkamura.co. jp/

ジュール・グリュン  
《「外国人のためのモンマルトル案内」のポスター》 

1900年 紙、リトグラフ モンマルトル美術館  

ヨド物置エスモ ESD-1307EGL
間口135×奥行75×高さ150.1cm
標準価格70,000円（税別）
　　　　　↓
特別価格42,000円（税別・送料込）

イナバ物置シンプリー MJX-137C
間口132×奥行75.5×高さ130.3cm
標準価格63,000円（税別）
　　　　　↓
特別価格37,800円（税別・送料込）

※いずれもや組立・設置（転倒防止）工事費は別途です。
※商品のお届けのみの場合は、1階玄関・エントランス前での受け渡しになります。
※お届けの日付指定可、ただし時間指定はできません。
※有料にて組立・設置（転倒防止）工事・お引き取りも可能です。お気軽にご相談ください。
※建物内・ベランダ・屋上などへの搬入設置はできません。また、設置場所の状況により、
　設置できない場合もございます。

夏の物置祭り開催中！
期間／9月末日までのお申し込み

送料無料（対応エリア／東京・神奈川）※他の地域は要相談。

上記は一例です。他の商品についてもお気軽にお尋ねください。

Musée de Montmartre, Collection
 Société d’Histoire et d’Archéologie

“Le Vieux Montmartre”

40％OFF
〈送料込〉

ウッディブラウン アクアブルー
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