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冬のあかりとぬくもり

Klippan

＊design：Marja Rautiainen

布

Plaid
Eco Wol
Ralph

インテリアも冬の装いへ模様替えしていますか。手軽にできるインテリアの模様
替えといえば、
まずはファブリック。厳しい自然環境から生まれた北欧のぬくもりあ

る生地は品質に優れ、
そのデザインも魅力的。冬のインテリアの装いをあたたか

厳しい寒さと短い日照時間―――北欧の冬はどうしても室内で過ごす時間が長くなります。
そこで室内で暖かく快適に過ごすための工夫や暮らしを彩るインテリアが生まれました。そんな北欧生まれのあかり、あったかアイテムをご紹介します。

Lighting

Jette Frolich

Tea light
Candle holder

あかり

北欧では冬の日照時間が極端に短くなり、
一日の大半が暗闇に閉ざされます。
あかりは単に照らすだけでなく、
あたたかい室内づくりにも欠かせない大切な要

ファブリックをご紹介します。

Sirius LED Ball Trio Drops

シリウスLEDボール

室内に陰翳をつくり出すこと。
フロアやコーナー照明とともに、
キャンドルなども上

Lapuan Kankurit Corona

スウェーデン最大の〈ゴッ
トランド島〉で育った
羊毛〈ゴットランドウール〉のみを使用したシ
ルケボーのスローケットは、
シンプルでナチュ
ラルな風合いが魅力。
どんなインテリアにも
マッチし、
上品な雰囲気を添えてくれる。

テキスタイルメーカーのラプアン・カンクリ。その代名詞ともいえる
ウールブランケットは、
ふんわり柔らかい肌ざわりと軽い風合い、
やさしいデザインで、
ベッドルームはもちろん、
リビングやワーキン
グルーム、
車の中など場所を選ばない。敷いても、
掛けても、
肩
から羽織っても使える万能ブラッンケッ
ト。

シルケボー スローケット アマンダ

ラプアン・カンクリ ブランケット コロナ

￥16,000

●130×200cm ●ウール100%

＊design：Oiva Toikka

iittala Kivi

Candle holder
半世紀を超えても色あせないデザイン。実際
に火を灯してみると、
絶妙な光の陰翳を描き
出し、
さらにその素晴らしさが実感できる。
ガ
ラス製キャンドルホルダーの名品。
イッタラ・カステヘルミ
キャンドルホルダー
●φ78×H63mm ●無鉛ガラス
￥2,000〜

＊design：Heikki Orvola

eva solo

フィンランド語で〈宝石〉を意味する
〈Kivi〉。シンプルなフォルムと鮮や
かな色彩。火を灯したときも、
灯さな
いときも美しいmarimekkoとの秀逸
なコラボレーション。ついついコレク
ションしたくなるカラフルなカラーバリ
エーションも魅力のひとつ。

Evolum Aatos

Glass Lantern

Sirius Lone

Holmegaard

フロストガラスを通して、
やわらかい上品なあか
りを灯すランタン。テー
ブルや窓際に、
またワイ
ヤーを掛けて吊り下げ
ても使用できる。

Happy

6pcs set

キャンドルは火が心配…。そんな方には気
軽に楽しめるLEDのキャンドルライトがおす
すめ。光がゆらゆらと揺れて、
まるで本物の
キャンドルの炎を感じさせる。幼い子供がい
ても安心して使える。
シリウスLEDティーライトキャンドル
●φ35mm・6個セット
●プラスチック・ボタン電池（CR2032）
●点灯時間約200H
￥2,400

Kähler Urbania

Candle Holder

＊design：Gunilla Lagerhem Ullberg

カスタール ラグ ハッピー
●90×240cmほか ●ウール90%・リネン10%
￥287,000〜

Herbarium

＊design：Birgitta Bengtson

画期的発想とシンプルで存在感のあるデザ
イン。
〈Point of View
（観点）
〉と名付けられた
キャンドルホルダーは見方によって表情を変
えて、
壁にあかりのイリュージョンを描き出す。

カスタール ラグ ハーバリウム

ロロスツイード
スローケット サークル

●160×240cmほか ●ウール86%・リネン14%
￥607,000〜

￥38,000

●135×200cm ●ウール100%

Mobile

KINNASAND

ら伝わる伝統工芸で、
20世紀にキネティック・アートなど彫刻の新分野として発展

デンマーク・コペンハーゲンの高級ハンドメイ
ドラグメーカーのリニエデザイン。厳選された
天然素材とシンプルなモダンデザイン、
手織り
の風合い、
リバーシブルで使い勝手にも優れ
ている。床暖房での使用も可能。

しました。そんなモビールを素材〈紙・スチール・フェルト・ガラス〉からセレクトして

リニエデザイン ボローニャ レッド

シナサンド ラグ トラヴィアータ

●140×200cmほか ●ウール90%・リネン10%
￥65,000〜

●180×240cmほか ●ウール100%
￥325,710〜

空間インテリアといえば、
モビール。室内空間にアクセントを添えて、
立体感を演

menu POVキャンドルホルダー
●H210×D105×W185mm
●パウダーコートスチール

￥3,700

Traviata

モビール

出します。モビールのような窓辺や天井から吊り下げる室内装飾は北欧に古くか

Pluto Produkter

Design with Light City House

Bologna

＊design：Bodil Jerichau

Kasthall

POV

イタリアワインのボトルをリユースして、
加工・
研磨・サンドブラストで仕上げられた。エコロ
ジカルで機能的な美しいデザインが魅力。

●φ73×H60mm（フード）
・φ78×H15mm（台）
●リユースガラス・ハンノキ
（クリアカップキャンドル1個付属）
￥5,350〜

125年の歴史を誇るスウェーデンのオーダー
ラグのカスタール。美しく完成度の高い世界
でたったひとつのラグを最高級の自然素材
（ウール・リネン）
のみで織り上げている。
ヨー
ロッパを代表するハイエンドラグは、
世代を超
えて使い続けられる。

LINIE DESIGN

＊design：
Note Design Studio

エヴォラム ランタン

イッタラ・キビ・キャンドルホルダー

Kasthall

厳冬期には氷点下40℃にもなるノルウェー中
部のロロス。無農薬の牧草で育った羊の新
毛を厳選し。
きめ細やかに織り上げられたブ
ランケットは、
しなやかで弾力性に富み、
抜群
の暖かさを誇る。シンプルなリバーシブルの
サークル模様がインテリアに彩りを添える。

＊design：Jukka Isotalo

●φ66×H60mm（内径φ47mm）
●無鉛ガラス
（クリアカップキャンドル1個付属）
￥2,000〜

●130×200cm ●エコラムウール100%
￥15,000

●130×170cm ●ラムウール100% ￥22,000

Circel

クリスマスオーナメントの秀逸なデザインで知
られるイェッテ フローリッヒ。北欧の神話や自
然からインスピレーションを得た、
繊細で優美
なモチーフが部屋をあたたかく灯す。

●70×50×50mm ●スチール・ガラス
￥3,700

良質ウールの肌ざわり
と柔らかさ、
耐久性に優れたつくりで、
世界中
で支持されているクリッパンのブランケッ
ト。上
質のデザインは、
ソファカバーやベッドカバーと
して、
またアウト
ドアでも重宝する。

Røros Tweed

＊design：Jette Frolich

イェッテ フローリッヒ
ティーライトホルダー

Wool blanket

クリッパン ウール スローケット ラルフ

●H110・210・250mm
●手吹きクリアガラス・スチール
￥9,000

手に使ってお部屋の雰囲気づくりをしてみませんか。

Silkeborg Plaids
Amanda

1971年デンマークに設立した照明機器メー
カー。高品質で洗練されたデザインは、
美し
さと遊び心を併せ持ち、
手軽なクリスマスの
アクセント照明としても重宝する。
＊design：Pernille Struer

素です。ぬくもりある照明のポイントは全体照明ではなく、
部分照明を複数使って

iittala Kastehelmi Candle holder

く、
そして素敵に演出してくれます。ブランケットやラグなど、
永く大切に使いたい

4種類をご紹介します。

Flensted Mobiles

Rotary Candle holder Balloon 5
RCH MOMIN FAM.

Flensted Mobiles
Niels Bohr

Atom Model Mobile

スチール

Livingly
DNA

200年余りの歴史を誇るスウェーデ
ンのテキスタイルメーカー・シナサンド。
新感覚のキリムコレクションは、
伝統
的な手法の手織りによる洗練された
ナチュラルな色彩が魅力。

iittala Ateenan aamu
ガラス

Mixed Colors

＊design：Tools

（Ciaus Jensen & Henrik Holbak）

エバソロ ガラスランタン フロスト
●φ70×H295mm
●フロストガラス・ステンレス

Affari AB

＊design：
Mette Bache & Barbara Bendix Becker

Hanging bottle

＊design：Maria Berntsen

キャンドルブランドのアファリ。
ハンギングボトルがキャンドル
のあかりをより素敵に
演出してくれる。

スタイリッシュな雰囲気を醸し出すホルムガー
ドの名作ランタン。
レザーストラップが付いて
いるので、
ダイニングからリビング、
寝室へと持
ち運びも容易。

アファリ
ティングル ハンギングボトルダー

ホルムガード
ランタン型キャンドルホルダー

●φ80×H130mm（Sサイズ）
●ガラス・スチール・ワイヤー

●φ105×H160mm（Sサイズ）
●ガラス・ステンレス・牛革

￥1,400

￥6,400〜

❄ 北欧―冬の窓辺の情景

1839年創業の老舗セラミックブランド、
ケー
ラー。ひとつひとつが丁寧に手づくりされた
石灰系粘土〈ドロマイト〉の心地いい質感。
小窓からもれ出す柔らかなあかりに心和む。
ケーラー アーバニア
キャンドルハウス〈シティーハウス〉

●φ65×H165mm ●スチール

色彩もあたたかさを感じさせてくれる大

るもの、
というのが北欧の発想です。そし
て窓台に花や植物を飾ったり、
オブジェや

切な要素のひとつですが、
あたたかみを
感じさせるモノトーンは北欧インテリアの

キャンドルなどで、
窓辺の内と外を繋ぐディ
ひとつの流れです。北欧住宅や木製家
スプレイとして思い思いに楽しんでいます。 窓辺のディスプレイで、問題になるのが結露。日 具との相性も良く、
スタイリッシュにも、
ナ
住人だけでなく、
外を行き交う人も楽しませ 本では窓辺が結露でびっしょり…なんてことも。 チュラルにも馴染んで、
冷めたい印象を
北欧の住宅は断熱性に優れ、窓も3層ガラスが
てくれる窓辺。冬はそんな窓辺のあかりに、
与えません。そんなあったかモノトーンは

1

一般的なので、
結露に悩まされることもありません。
インテリアを楽しむためにも断熱性は大切です。

￥1,700

今後、
注目のインテリアです。

フレンステッドモビール
バルーン5

フレンステッドモビール
ボーアの原子模型

●500×650mm ●カードボード
（化粧箱入）
￥4,200

●φ270mm ●ステンレススチール・木（化粧箱入） ●全長：140mm・本体：W105×H400mm
￥8,100
●フェルト・糸
￥3,100

北欧のクリスマスを中心とした冬の時期の
飲み物〈グロッグ〉。甘くスパイスが効いて
いて、
ポカポカと体を内側からあたためて

①
③

くれる。
ノンアルコールのグロッグもあるので
子供から大人まで楽しめる。シナモンは体

①muuto The Dots
コートフック

②BoConcept
フラワーベース

③Fine Little Day
クッションカバー

④ferm LIVING
ウォールステッカー

④

glögg

織り上げられたリサイクル裂き織りマット。
物を大切にするスウェーデンの人々にとっ

＊design：Anni & Bent Knudsen

ニールス・ボーアによるボーアの原子模型が
シンプルなデザインで表現されたスチール製
モビール。スタイリッシュな空間演出に最適。

DNA二重らせん構造をイメージしたカラフル
なモビール。
フェルトボールが風に吹かれて
ゆらゆらとまわり、
心癒されるクヌードセン夫妻
が手がけたモビールの復刻版。

カイ
・フランクがギリシャの教会の鐘をイメージ
して、
1954年に手がけたアテネの朝。窓辺で
キラキラと光を帯び、
風に揺れてやわらかい
金属のような音色を奏でる。

て身近な伝統手工芸。時間を経た独特の
味わいがあり、古布なので家庭で気軽に

リヴィングリィ DNA マルチカラー

iittala カイ・フランク アテネの朝
●φ65×L610〜635mm（3pセット）
●無鉛ガラス
￥17,000

ぞれに異なり、
ひとつだけの掘り出し物を
探すという楽しみもある。

Pomander

読者プレゼント
！

❄ カ ラ ダの 中 か ら 温 ま る――――北 欧 の ホ ッ トワ イ ン

②

Trasmattaは使わなくなった古布を用いて

色とりどりに空間を彩る気球のモビールはフレ
ンステッドモビールの代表作。5つのバルーン
が絶妙のバランスで部屋に浮かぶ。

VM Houses

❄ 北欧あったかモノトーン・インテリア

カーテンは部屋を隠すものではなく、魅せ

ほっとさせられます。

フェルト
紙

プルート・プロダクト
ロータリーキャンドルホルダー
ムーミンファミリー

●W85×D85×H105mm（Sサイズ）
●ドロマイト
￥4,500〜
ジューテックホーム
モデルハウス

古布に命を吹き込む
スウェーデンの裂き織り絨毯
Trasmatta（トラースマッタ）

キャンドルを灯すと
あたたかい光に
照らされて、
くるくると回転。
踊るムーミンファミリーの
幻想的なシルエッ
トが
浮かび上がる。

￥10,000

を温める食品の代表格。
クローブには胃腸
の消化機能を促進したり、
体を温めたりす
る作用がある。

●ワイン
●てんさい糖
●スターアニス
●シナモン
●カルダモン
●クローブ

グロッグのつくり方

1個
1本
4粒
4本

750ml
1/3カップ
●黒コショウ
8粒
●生姜
（スライス）4枚
●オレンジの皮 2枚

すべての材料を鍋に入れて火にかけ、沸騰直前
で火を止める。あら熱がとれてから、材料をこして
ボトルやピッチャーなどに移す。飲む直前にあたた
めてカップに注ぐ。

グロッグづくりの際、
ぜひ一緒に、
オレンジの
〈ポマンダー
（香り玉）
〉
を
つくってみませんか。
オレンジの表面に
クローブを刺し、
仕上げにリボンを
掛けて出来上がり。
手づくりポマンダーで
クリスマスを楽しく
演出してみましょう。

洗濯ができる。
日本国内でも数千円〜購入
可能。ハンドメイドなので柄や色合いもそれ

フレンステッドモビールの
ニールス・ボーアの原子模型を
3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

＊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。

Retro modern & Comfort
神奈川県

E邸

2階リビングの壁面と天井はナチュラルな白、
アンバーな差し色の床との
コンビネーションで落ちついた空間に仕上げられた。
インテリアと調和した木製ブランコに遊び心が感じられる。

我Lが
家
の
快
適
iving inspection

際立つ機能性と
暮らしに寄り添う心地よさ。

日和

ベースがしっかりしているから安心だったというEさ
ん。業界トップクラスの住宅性能を礎に、
奥さまがと
くに惚れ込んだのは
〈蓄熱式温水床暖房〉
。室内を

天然木の素材感を活かした白い壁面。床のダークブラウンとともにレトロモダンな雰囲気を演出している。
1・2階全面蓄熱式温水床暖房で真冬の室内は快適。

ロートアイアンの装飾を
アクセントにした
重厚な木製ドア。

まるごと心地よく温めてくれる設備は、小さなお子さ
まやご両親の健康を気遣うやさしい思いやり。さら

北欧テイストのレトロモダン。
秀逸なスタイルと高機能が誘う快適空間。
ダークブラウンにホワイトが際立つツートーンカラーのシックな外観。
自然の木肌感を活かしつつ白く装った壁面が印象的な室内には、
やわらかい光が拡散して、レトロモダンの雰囲気を醸し出している。
高い天井やトップライト、広いデッキスペースなど、機能性を極めた確かな住宅性能を礎に
アイデアとデザインセンスが活かされた、ゆったりと心地いい二世帯住宅。
緑の風景に調和するダークブラウンと白の外壁。家庭菜園が趣味のご両親のために、
邸宅横には屋外シンクを、
屋根には大容量のソーラーパネルを設置。

階段上に設けられたトップライトによって、
日中は照明いらず。
高い天井とたっぷりの自然光で心地よい開放感。

には明るく開放的なリビング・ダイニング、
家事動線

シンプルで落ちついた雰囲気の1階・ご両親のダイニング。
窓を開くとそのまま広いウッドデッキへと続く。

に配慮したパントリー、
収納力を誇る玄関クローゼッ
トなど、暮らしに寄り添う心地よさが感じられる。そし
てEさんがとくに重視したのが、素材感と色調。木
の質感を損なわない塗料を使い、
色彩バランスや自
高い天井と窓を効果的に配置することで閉塞感のない子供部屋。
お子さまの成長をのびのびと育む明るい室内。

然光を巧みに取り入れる工夫もなされている。

住まいへの熱い想いと
妥協のないスタイル。

暮らしの理想像を
鮮やかに描いた住まい。

お子さまの誕生を機に、
家づくりの計画を始めたEさ

広々としたウッドデッキは、
週末のアウトドアダイニン

んご夫妻。住宅誌でジューテックホームの記事をた

グとして、
家族の大切なコミュニケーションスペース。

またま目にして、
「これは何かの縁だ」
と思ったという

隣接した菜園でご両親が育てた野菜もテーブルに

Eさん。以前、
「設計士」
として働いていた工務店の

並ぶ。家族の幸せも育む、
家族のライフスタイルに

取引先だったことを思い出して、
さっそくモデルハウ

根ざした住まいづくりがなされている。設計士として

スへ足を運んだ。北欧デザインとその優れた住宅

妥協のないEさんの要望は、常につくり手の経験、

性能にすっかり魅せられ、迷うことなく依頼すること

ノウハウや対応が試される。そして住まいづくりの

に決めたのだとか。一般的に女性が主導権を握

過程のみならず、
完成した我が家に、
専門家もすっ

る家づくりだが、設計士のご主人に委ねたという

かり満足させられたという。暮らしの理想像を、
いか

奥さま。こうしてEさんとジューテックホームの二人

に最良なカタチに仕上げるのか。そこが、
まさにハ

三脚で二世帯住宅の家づくりがスタートする。

ウスメーカーの真骨頂だといえる。

白を基調にしたアクセント寝室の照明は奥さまのセレクト。
ダウンライトと相まって調光のバリエーションも広がる。

1階の一角にあるご主人の仕事部屋。

House Data
■敷地面積／305.92m2（92.54坪）
■延床面積／143.26m2（43.33坪）
■1 階面積／ 73.70m2（22.29坪）
■2 階面積／ 69.56m2（21.04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）

3

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＊

●服飾デザイン科の短期大学卒業。
●日本ヴォーグ社デザイン科卒業。
●バンタンデザイン研究所

インテリアコーディネーター科卒業。
●アパレルデザインからインテリアに転向。
●設計設計事務所、
工務店等で

川村 和代さん

ンテリア情報が氾濫している昨今。情報

どんな住宅であっても、
建てられたまま

場を求めて、
インテリアの世界へ飛び込

がちで、
ともすれば理想とする暮らしの風

では単なる
〈たてもの〉に過ぎない。そこに

む。持ち前の強い探究心と広角の情報

景を見失うケースも多い。そこで、
混乱し
た情報をシェイプアップしてあげることが

雑誌やインターネットなどでさまざまなイ

内装や照明、
整備、
インテリア、
そして何

収集力を活かして、
さまざまな現場で経

より、
人の〈生活〉があって、
はじめて住ま

験を重ねていった。住まいづくりで大切な

大切だと感じている川村さん。暮らしに

いになる。そんな住まいを通して豊かな

のは、
建物という器の中に、
主人公である

必要で、
大切なものをきちんと整理するこ

暮らしを提案しているインテリアコーディ

住人が、
どのような暮らしのストーリーを描

とによって、
スムーズな住まいづくりが可能

ネーターの川村和代さん。その活動は住

いていくのか。その演出が川村さんの手

になる。ひいては住み始めてからの満足

Access＞ 池袋駅⇔〈西武秩父線・約1：30〉⇔正丸駅
圏央道・狭山日高IC⇔〈R299・秩父方面へ約0：45〉⇔正丸駅

宅のみならず、
店舗、
イベント、
セミナーな

に委ねられる。建物、
ライフスタイル、
趣味

度にもつながる。そこで単に情報の提供

※西武秩父線・正丸駅前に１日500円の有料駐車場約20台あり、
トイレ併設

ど多岐にわたる。住宅においては、
ライフ

嗜好など、
そのシチュエーションはつねに

だけではなく、
顧客が必要とする情報だ

スタイルに即した快適な空間づくりはもち

異なる。その中でいかに満足な空間をカ

けを集約し、
わかりやすいカタチで提示す

ろんのこと、
川村さんが常に意識している

タチづくるのかが腕の見せ所だ。そんな

ることが求められている。それに的確なア

のは、
暮らしの質を高めることから得られ

住まう人とともに暮らしを描いていく過程

ドバイスで応える川村さんは、
顧客はもち

る、
真の豊かな暮らしだ。ちなみにジュー

にやりがいを感じているという川村さん。

ろん建築家や関係者からも頼りにされる
存在である。

テックホームの高機能オーダーメイドデザ

インテリアコーディネーターという枠にとら

イン住宅〈アーキペラーゴ〉のインテリアも

われることなく、
住環境をトータルでデザイ

今年の初頭、
川村さんは、
世界最高峰

川村さんが手がけている。

ンすることにより、
上質の暮らしを提案し

のインテリア・デザインの総合見本市「メ

実家が手芸店という環境で育った川

●クリスマステーブルコーディネートのセミナー

■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

ている。住まう人のライフスタイルに即し

村さん。色とりどりの生地や糸に囲まれ

た素材や設備、
色調、
個々のインテリア、

インテリアからファッション、
フードなど多岐

それらが巧みに調和した空間。そして川

にわたるクオリティの高い展示。その最新

飾の世界へと導いた。
しかし、
その関心

村さんが今とくに推奨しているのが、
テー

のデザインに触れて、
これからのインテリア

は次第にファッションから空間へと向け

ブルを囲む豊かな食空間と花やグリーン

について考える上で貴重な体験だったと

られる。そして、
衣服という限定された装

のある潤いある暮らしだ。物質的な快適

いう。
さらに感性を磨きをかけ、
引き出しを

いから暮らし全体を装うことへ活動の

さとともに、
心地よさから得られる心理面

増やし、
これからの仕事にも積極的に生

の豊かさを大切にしたいという想いが強

かしてゆきたいと、
その探究心は留まるこ

●テーブルウェアコンテスト
（東京ドーム） ●〈メゾン・エ・オブジェ〉にて
入賞ブースデザイン

●パリの花屋
ストリートはアイデアの宝庫

Course time＞①正丸駅→0：25→②正丸峠分岐→1：00→③五輪山→0：25→④伊豆ヶ岳→
0：20→③五輪山→0：15→⑤小高山→0：25→⑥正丸峠→0：35→②正丸峠分岐→0：20→正丸駅
total＞3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、経験や体調などによって変わります。

伊豆ヶ岳ルートマップ

↑秩父

N

R299
伊豆ヶ岳の眺望

奥村茶屋
10:00〜16:00（月〜土曜）
9:00〜17:00（日曜）不定休

正丸峠
636 ⑥
●

飯能→
WC

ゾン・エ・オブジェ」のためパリを訪れた。

た幼少期の体験は、
そのまま彼女を服

い。自らもホームパーティーが楽しみのひ

とはない。空間に生命を吹き込み、彩り

とつと語る川村さんは、
キッチン・ダイニン

を与える川村さん。常に物心両面から暮

グを中心に食を介した住まいづくりを大

らしを見据えて生活の基本〈衣食住〉

切にしている。テーブルコーディネートはも

から大きく住まいづくりを俯瞰している。そ

ちろん、
日々の暮らしを彩る食、
家事の負

の優れた手腕は、活動の一端〈アーキ

担を軽減させる主婦の目線に立った細

ペラーゴ〉で垣間みることができる。秀逸

やかな提案はうれしい。

なインテリアにも、
ぜひ注目してもらいたい。

男坂から伊豆ヶ岳頂上を望む

■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。

線
父
秩
武
西

インテリアデザイン・コーディネートを担当。
●1993年、
和デザイン研究所設立。
●ハウスメーカー、
工務店等との業務契約で
新築からリノベーションまで、
数多く手がけている。
●東京・神奈川を中心に
インテリアデザイン・コーディネーターとして、
住宅、店舗、
イベント、
セミナー等で活動。

■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（
）

Shomarutoge 636m

沢筋の下り

歩きやすい
アップダウン

風情ある集落

正丸峠分岐 ②

●

鉄道のガード下を
くぐる

720

露岩
凍結時注意
←武川岳

■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
2016W

木の根が多い急登
凍結時注意

男坂は落石のため
女坂は崩落のため迂回路へ

▲伊豆ヶ岳

④

0

851

秩父の山々や
都心方面の眺望

500m

1km

山頂より奥武蔵・秩父の山々

高畑山・
子の権現↓

個人情報保護シート

●飯能市観光協会 Tel.042-980-5051・http://hanno-tourism.com/
洗面所に… こんなところに！

WELL-DO Check!!

特別価格にて

ご提供中！

タオルがいつもふかふか！―
―北欧生まれの

タオルウォーマー
寒空の冬は洗濯物が乾くのに時間がかかり、
タオルもヒンヤリしがち、
お風
呂上りや洗顔の後に、
タオルがさらっと、
ふかふかだと、
やはり気分がいいで

●高い安全性
オイル式（加熱されたオイルがパイプ内を循環）なので抜群の安全性。
もちろん空気も汚しません。

洗面台、脱衣所、キッチン、玄関、
シューズクローゼット、
ランドリールーム、
トイレなど
場所を選ばない省スペース。

デンでトップシェアを誇るLVI（エルブイアイ）社製なので、
インテリア性の高

●どんなインテリアにもフィットするデザイン

電を、
ぜひ快適な暮らしにお役立てください。

キッチンに…

●コストパフォーマンスに優れ経済的

ておくだけで、
いつも清潔・ふかふかに。オイルパネルヒーターではスウェー

バスタイムに、
洗顔に、
キッチンやトイレに、
スウェーデン生まれのインテリア家

北欧スイーツキッチン
○
北欧のおいしいお菓子 29 クラッドカーカ

1時間稼働させても、電気代は約1.5〜1.8円。電気代を気にせずに使えます。

ます。安全性や経済性にも優れ、冬期だけでなく梅雨の時期も大活躍。

5

脱衣所に…

すよね。
タオルウォーマーはそんな暮らしの快適アイテムです。
タオルをかけ

いスタイリッシュなデザイン。
クロームとホワイトグロス仕上げの2種類が選べ

ご協力ありがとうございました。

ベンチ

五輪山 ③

伊豆ヶ岳山頂を望む

290

安産地蔵尊

⑤ 小高山

山伏峠

正丸駅 ①

個人情報保護シート

●川村さんがデザインを手がけた
〈アーキペラーゴ〉のインテリア

過多となって、
あれもこれもと欲張りになり

●神奈川県生まれ。

熊谷を起点に秩父にを経て、
甲州へ至る秩父往還。埼玉
平野部から山間を縫って行くと、西側に奥武蔵を代表する
伊豆ヶ岳が鎮座している。山名の由来は突峰状の山容を
表すアイヌ語の「イズ」とされている。都心から2時間弱の
好アクセス、
西武秩父線の正丸駅から直接登ることができ
るので、
手軽なハイキングコースとして人気が高い。空気の
澄んだ冬は眺望にも恵まれ、都心方面、秩父の山々が見
渡せる。ただし、
冬期は積雪や凍結している場合も多く、
事
前にコース状況の確認を。念のため軽アイゼンの携帯、
風
が強い場合もあり、万全の防寒対策で出掛けたい。山頂
直下の女坂は崩落で、
男坂は落石の危険から、
ともに立ち
入りが制限されている。冬季は必ず迂回路の利用を――。

Izugatake 851m

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。

ザイナー
第32話 住環境デ
和デザイン研究所 代表

伊豆ヶ岳・正丸峠

■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（
）

●選ばない設置場所

インテリアを選ばないシンプルでスタイリッシュなデザイン。

●使い方もいろいろ
タオル以外に、ハンカチ、ちょっとした洗濯物にも
重宝します。

タオルウォーマーに関する
ご質問・ご購入はお気軽に。

国内メーカーの製品も
お取り扱いしています。
お気軽にお尋ねください。

0120-206-244

ツ ー バ イシックスにしよう！

Kladdkaka（クラッドカーカ）
とは、スウェーデンでポピュラーなチョコレート
ケーキで「ベタベタしたケーキ」という意味。中を半生でとろりとした状態にする
ために、
表面がカリッとしたらすぐに出して、焼き過ぎないのがコツです。
材料（24cmタルト型）
・薄力粉
・てんさい糖
・卵
・無塩バター
・サラダ油
・ココア
・ベーキングパウダー
・塩

作り方
160g
120g
2個
50g
50g
大4
小1
小1/2

❶小なべにバターを溶かして、
サラダ油を加えて混ぜる。
❷ボウルに、塩、
てんさい糖、卵を入れて、泡だて器で
よく混ぜる。
❸①を加えて、
さらに混ぜる。
❹粉、
ココア、
ベーキングパウダーを振るい入れて、
ヘラ
でまんべんなく混ぜる。
❺バターを塗った型に生地を流し入れ、150℃のオーブ
ンで20〜25分ほど焼く。

Kladdkaka

＊協力／自然焼菓子工房roco

6

224-8790

料金受取人払郵便

バスコートで開放的な
セカンドリビングのバスルーム！

Information

都筑局
承 認

（受取人）
横浜市都筑区新栄町4―1

227
差出有効期間
平成29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

寒い冬はゆったりと浴槽に浸かりたい…。そんなバスルームでのくつ
ろぎの時間を、
より快適にしてくれる
〈バスルーム＝セカンドリビング〉
の
発想。リビングがくつろげる場所というのは、今では当たり前ですが、
バスルームも心地いい空間でなければ快適な住まいとはいえません。
アンケート結果でも、眺めのいい開放的なバスルームは、憧れのお
風呂の第1位。
バスコートを設けることで野天感覚のお風呂も夢では
ありません。そのためには、2階以上にバスルームを設置する必要が
あります。そして他にも大きなメリットが生まれます。

裸でお月見…なんてことも！

2階・3階バスルームのメリット

フリガナ

ご年齢

お名前

ご住所

性別

●眺めのいい開放感のあるバスルーム
●1階の居室スペースに余裕が生まれる
●生活動線の効率化が図れる
●浴室の換気もスムーズになる（湿気がこもりにくい）
●よりプライベート感の高い空間に
等など…もちろん、構造面についても問題ありません。

歳
男 ・ 女

隣家へのプライバシーにも配慮しつつ、オーニングやデッキ材と大
きな開口部を設けることで野天風呂感覚に。あとは、観葉植物を置
くも良し、ライティングにを工夫するも良し、お月見しならお風呂で
一杯なんて気分にもなります。マイホームを計画中の方、リフォーム
をお考えの方は、検討してみてはいかがでしょうか。

〒
ー

お電話

ー

ご職業
同居の
ご家族

お見積もりは無料！ 新築・リフォームのご相談はお気軽に！

︿
キ
リ
ト
リ
線
﹀

E-mail

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（
）

●ジューテックホーム
（株）フリーコール0120-206-244

フェルメールとレンブラント
17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展

Exhibition

↑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。

おすすめ展覧会情報

［読者プレゼント応募ハガキ］

2016.1.14［木］〜3.31［木］

の
り
し
ろ

森アーツセンターギャラリー

（東京・六本木ヒルズ森タワー52階）

●開館時間／10：00〜20：00
＊ただし、2016年1月26日
（火）
、
2月2日
（火）
・9日
（火）
・16日
（火）
・23日
（火）
は17：00までの開館
（入館は閉館の30分前まで）

●休館日／1月19日
（火）
●観覧料金〈当日
（税込）
〉
一般1,600円、
高校・大学生1,300円
4歳〜中学生600円
＊3歳以下は入館無料

のりしろ

●アクセス
・東京メ
トロ日比谷線「六本木駅」
ピーテル・サーンレダム
1C出口 徒歩0分
（コンコースにて直結）
《聖ラウレンス教会礼拝堂》
1635年
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」
油彩・板、
45.0×36.0cm
3出口 徒歩4分
BMH s124
カタレイネ修道院美術館、
ユトレヒト
・都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」
On loan from the Old Catholic Parish
7出口 徒歩5分
In de Driehoek, Utrecht
Museum Catharijneconvent, Utrecht
・東京メ
トロ南北線「麻布十番駅」
/ foto Ruben de Heer
4出口 徒歩8分
●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600
●http://www.tbs.c o.j p/v ermeer2016/tok yo/

▼

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／2016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。

Present

必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

読者プレゼント！
フレンステッドモビール
（デンマーク）
の〈ニールス・
ボーアの原子模型〉のスタイリッシュなモビールを
3名様にプレゼント！
！
●材質／ステンレススチール・木
●サイズ／φ約270mm
●Flensted Mobiles（Made in Denmark）
■応募締切2016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。

17世紀はオランダ黄金時代といわれています。この時代、オランダは
歴史上稀にみる発展の最中にありました。絵画の分野においても多く
の優れた画家を輩出し数多くの傑作が生まれるという、特別な時代で
した。
この時代に活躍した画家たちの中には、
「光の画家」
として知られ
るヨハネス・フェルメール(1632-1675)やレンブラント・ファン・レイン
(1606-1669)など、今日私たちがよく耳にする名があります。彼らの作
品は400年近く時を経た今でも色褪せることなく、私たちに感銘を与え
てくれます。本展覧会では、
60点の作品を通して、
オランダ黄金時代と
当時活躍した画家たちを紹介します。中でもメトロポリタン美術館の傑
作、
フェルメールの
《水差しを持つ女》
とレンブラントの
《ベローナ》
は日
本初公開作品となります。この貴重な機会を是非ご堪能ください。

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 2015年12月29日 火 →2016年1月4日 月
年末は12月28日（月）
まで
年始は1月5日（火）から通常営業いたします。

理想の住まいをカタチに 。

※色調等は写真と異なる場合もあります。

〈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。
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※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／10：00〜18：00
●水曜・年末年始定休

