
新築注文住宅＆リノベーション・リフォーム

ご紹介キャンペーン開催中！

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
木の香り漂う小粋な北欧デザイン、
ライフスタイルに寄り添う快適な住まい。

Informationi ウェルダンノーブルハウスは
　　　　　　『ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015』
　　　　　　 特別優秀賞を受賞しました。

Sense Of Wood & delightful j神奈川県・M邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ウグンスパンカーカ・メ・ペシュカ

Exhibition i メアリー・カサット展 

P r e s e n t i ARABIAのアベック
　　　　　　 　ブループレート26cmを
　　　　　　 　抽選で5名様にプレゼント！
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feature 特集

坂下兼三×ジューテックホーム建築家 高機能住宅

高機能オーダーメイドデザイン住宅アーキペラーゴの魅力に迫る！

特別編

Scandinavian Blue Collection

北欧の青で夏色空間。



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。

和食とも
相性がいい
ARABIAアベック・ブループレート
26cmを5名様にプレゼント！！

澄みわたる空、深く濃い海、白夜のブルーモーメント、爽やかな水の流れを連想させるブルー。

アラビアのセラミック、ヌータヤルヴィのグラスウェア、キャサリンホルムのケトル、マリメッコのファブリックなど

青は北欧を象徴する色のひとつとして、インテリアにも欠かせません。北欧ブルーで爽やかに、印象的に夏を彩りませんか。

feature特集 Scandinavian Blue Collection

北欧の青で夏色空間。

Chairs&Sofa

Egg Chair
エッグチェア

●W86×D79（95）×H107・SH37cm
●TONUS・アルミフレーム
●Fritz Hansen
￥778,000

1958年、コペンハーゲンのSASロイヤルホテル
のロビー・ラウンジ向けにアルネ・ヤコブセンがデ
ザインした椅子たち。曲線のみの独特な形状
は半世紀を過ぎた現在も高い人気を誇る。

Scandinavian
Blue
北欧ブルーを
住まいの差し色に。

同じ空間でも色によって違って感じら
れることはよく知られています。青い
部屋というとあまりしっくりしない気も
しますが、視覚的にも心理的にもさま
ざまな利点があります。壁の一面をパ
ステルブルーやペイルブルーなどにし
たり、家具やファブリック、インテリア
小物などにブルーの差し色を取り入
れて、爽やかな北欧のイメージを演出
してみませんか。

The Blue Planet
デンマークの新感覚水族館

2013年コペンハーゲンにオープンし
た水族館「ブループラネット（デンマー
ク国立水族館）」。近未来の斬新な
建築デザインと450種・2万以上の展
示生物が、新たな観光スポットとして
脚光を浴びています。注目はOceanet
と名づけられた巨大水槽。海に潜っ
ているような神秘的な青の世界はア
クアリスト必見。

●空間のひろがりが感じられる

●鎮静・リラックス効果
　安眠を促す

●清潔感・清涼感

●時間が遅く感じられ
　集中力を高める

●ダイエット効果
　（食欲を抑える作用）

洗面所・トイレのほか、子供部屋や寝
室には、アクセントカラーとしてブルー
がおすすめ。また、ダイエット中の方は
ブルーのテーブルクロスや照明など
でより効果を高めることができます。

Kai Kristiansen 
Paper Knife Arm Chair
カイ・クリスチャンセン
ペーパーナイフ アームチェア

印象的な肘掛けのフォルム
から名付けられた
〈ペーパーナイフチェア〉が
復刻品として登場。

●W60×D70×H75・SH40cm
●ブラックチェリー・デニッシュツイード
●宮崎椅子製作所
￥129,600～

normann COPENHAGEN 
Tablo Table Small blue
ノーマンコペンハーゲン タブローサイドテーブル

●φ50×H42cm
●天然アッシュ材・
　プラスチック
￥95,000

Design：
Verner Panton

Finn Juhl
Lounge Chairs FD136
フィン・ユール  イージーチェア　　　　　vintage

アームの繊細で流麗なラインが美しい、フィン・
ユールが1958年にデザインしたイージーチェア
の傑作。ヴィンテージとして人気が高い。

Panton 
Junior
パントンジュニア

Swan Chair
スワンチェア
●W74×D68×H77・SH40cm
●TONUS・アルミフレーム
●Fritz Hansen
￥449,000

Alvar Aalto Stool E60
アルヴォ・アールト  60スツール

無垢木を曲げる独特の〈アールトレッグ〉
の手法でつくられた時代を超える
究極のスツール。

●W39×H44・φ35cm
●バーチ（ペイント）●Artek
￥26,250 Turquoise

Drop Chair
ドロップチェア
●W45.5×D54.5×H88.5・SH46cm
●ABS樹脂・スチール
●Fritz Hansen
￥43,000

Seven Chair
セブンチェア
●W50×D52×H78・SH44cm
●ABS樹脂・スチール
●Fritz Hansen
￥52,000

Arne Jacobsen
アーネ・ヤコブセン

Blue

Light Blue

Ice Blue

Storm Blue

●W37.6×D44.6×H62.8・SH34.8cm
●ポリプロピレン●Vitra　 ￥21,000

Light Blue

HAY 
AAS32
ヘイ  
カウンターチェア

●W50×D43×H76・SH65cm
●オーク材・ポリプロピレン　￥38,000

Blue

Iittala
Aalto Glass Vase
イッタラ 
アールト ベース

●W195×D185×H160mm ●無鉛ガラス    ￥23,000

Norzy 
Design 1p Sofa
ノージィ  フロアソファ

●W95×D90×H75cm
●コットン・ウレタンフォーム・
　ポリエステル
￥16,574

Norzy Bebop Design Floor 2p sofa
ノージィ ソファーベッド （2人掛け） ●W176～206×D80×H75・41cm

●パイン材（ラッカー塗装）・コットン・
　ウレタンフォーム・ポリエステル
￥16,574

Blue

Design：Preben Christensen

Blue

Kids room
Moomin 
Under Cover
ムーミン  アンダーカバー 引掛けシーリング
●M：φ34×H21cm・1.5kg  
●アクリル・プラスチックシート ●E26電球  ●Le Klint
￥35,000

Living
Items

iittala
Sky Curlew
イッタラ  スカイカールー
●W100×D145mm ●無鉛ガラス
                ￥23,000

iittala
Blue Bird
イッタラ  ルリコマドリ
●W150×D75×H95mm 
●無鉛ガラス
￥24,000

Design：Oiva Toikka

HAY
Gym Playful Ring
ヘイ  ジム  ドーナツ型のフック
●S：φ9.5cm・M：φ12.5cm ●アッシュ                
S：￥3,500・M：￥4,500

●S：8ℓ/L：10ℓ/LL：20ℓ
●フタ・ハンドル：ポリプロピレン・リング：ポリエチレン
●耐荷重：150kg
S：￥1,300・L：￥1,500・LL：￥2,200

Design：Staffan Holm

Mint Green

Blue

ferm Living
Wire basket
ファームリビング  ワイヤーバスケット

Omnioutil 
Bucket
オムニウッティ  
フタ付バケット

●S：φ40×35cm
●M：φ50×40cm
●スチール
　（粉体塗装）
S：￥9,000
M：￥11,000

※天板トップは
　オプション

Blue

Design：Philip Bro Ludvigsen

Blue Rocks

Octopus Cushion
オクトパスクッション
●55×H25cm
●コットン100%（中材：ポリエステル） ●ferm Living
￥8,500

Horse 
Cushion
ホースクッション
●40×40cm
●コットン100%（中材：ポリエステル）
●ferm Living
￥8,500

Blue Clouds 
Cushion
雲柄クッション

●45×45cm
（クッション本体は付属しません）
●コットン100%
●Farg & Form
￥3,200

Blue Clouds 
Cotton Blanket
雲柄コットンブランケット

●75×100cm  ●コットン100%
●Farg & Form                   ￥6,600

Jellyfish 
        Chair
        クラゲ型チェア

●W47×D47×H51cm
●ポリ塩化ビニール・
    スチール・ポリエステル

（エアポンプ・メジャー付属）
￥12,800

Design：Rutger Andersson

Design：
Gunila Axen

Louis Poulsen
AJ Floor Lamp 
AJ フロアランプ

●W35×H56cm・2.5Kg  ●E26電球
●スチール・キャストアルミ（塗装仕上）
￥108,000

Blue Green

AJ Table Lamp 
AJ テーブルランプ
●W32.5×H130cm・3.5Kg ●E26電球
●スチール・キャストアルミ（塗装仕上）
￥94,000

Design：Arne Jacobsen

Louis Poulsen PH50 
ルイスポールセンPH50  ペンダントランプ

●φ50×H28.5cm（179cm）・1.9Kg  ●E26電球
●アルミ（表面：光沢仕上・内面：白色塗装マット仕上）
　フロストガラス・引掛シーリングコードハンガー付
￥98,000

Lighting

Wasabi Green

Mint Blue

Design：Poul Henningsen

ARABIA 24h Avec Plate
アラビア アベック プレート
●φ200mm ●磁器            　   　     ￥3,700

Royal Copenhagen 
Blue Fluted Mega Plate
ロイヤルコペンハーゲン 
ブルーフルーテッド メガ プレート
●φ190mm ●ポーセリン                  ￥6,000

Tablewear

Rörstrand 
Anemon Plate
ロールストランド アネモン プレート
●φ240mm ●磁器　　                   vintage

Rörstrand 
Pergola Plate
ロールストランド ペルゴラ プレート
●φ215mm ●磁器　　          　      ￥4,000 

Design：
Marianne Westman

Design：
Katarina Brieditis Normann Copenhagen 

Mormor Plate
ノーマンコペンハーゲン モーモー プレート
●φ230mm ●磁器　　          　      ￥4,200

Design：Gry Fager

Marimekko 
Siirtolapuutarha Plate
マリメッコ シイルトラプータルハ プレート
●φ200mm ●磁器　　          　     ￥4,500

Design：
Maija Louekari（tex）

Design：Heikki Orvola
Rörstrand 
Ostindia Floris Plate
ロールストランド 
オスティンディア フローリス プレート
●φ200mm ●磁器　　              　  ￥4,500

Design：
Caroline Slotte

ARABIA Valencia
アラビア バレンシア プレート
●φ260mm ●磁器　vintage

Design：Ulla Procope

Design：Kati Tuominen-Niittyla

iittala Teema Plate
イッタラ ティーマ プレート
●φ210mm ●磁器            　　        ￥2,800

Design：Kaj Franck

Design：
Karen Kjældgård-Larsen

ARABIA 24h Usva Plate
アラビア ウスバ プレート
●φ260mm ●磁器            　　        ￥4,000

Turquoise

Dansk Bistro 
Bread & Butter Plate
ダンスク ビストロ パンプレート
●φ183mm ●磁器              　　     ￥1,200

Design：
Niels Refsgaad

Light Blue

Design：Marianne Westman

Rörstrand 
Mon Amie Bowl
ロールストランド モナミ ボウル
●155×H60mm・600ml ●磁器　   ￥3,500

Design：Kristina Riska & Kati Tuominen-Niittyla

ARABIA KoKo Bowl
アラビア ココ ボウル
●φ120×H65mm・250ml ●磁器 　 ￥2,800

Cathrineholm 
Lotus Bowl
キャサリンホルム ロータス ボウル
●φ200×H83mm・250ml ●ホーロー   vintage

Sky Blue

Design：
Louise Adelborg

Rörstrand 
Swedish Grace Bowl
ロールストランド 
スウェディッシュグレース ボウル
●φ120×H50mm・300ml ●磁器　  ￥2,500

Ice Blue

Blue

Anne Black kyst Plate
アンヌ・ブラック キスト プレート
●S:φ110mm・L:φ220mm ●磁器 
S:￥1,200・L:￥2,200

Blue

Design：Grete Prytz Kittelsen

ARABIA 
Moomin Mug
アラビア ムーミンマグ
●φ83×H80mm・300ml ●磁器　   ￥3,000

Design：Grete Prytz Kittelsen
Darling Clementine 
Haevest Cup&Saucer Blue Bell
ダーリン・クレメンタイン 
ハーベスト カップ＆ソーサー ブルーベル｠
●cup:W90×H80mm・200ml・saucer:φ100mm 
●磁器　                                         ￥2,200

Gustavsberg 
Blå Aster Cup&Saucer
グスタフスベリ ブルーアスター 
カップ＆ソーサー
●cup:φ78×W100×H55mm 
　saucer:φ125×H20mm
●磁器　                                        vintage

Design：Stig Lindberg

Sea Blue

Aqua

Design：Oiva Toikka

iittala 
Kastehelmi Bowl
イッタラ カステヘルミ ボウル
●φ110×H52mm・230ml ●無鉛ガラス
￥2,500

Royal Copenhagen 
Hydrangea Vase
ロイヤルコペンハーゲン フラワーベース 
●H100mm ●磁器　　      　     ￥10,000

Design：Kaj Franck

iittala 
Kartio Tumbler
イッタラ カルティオ タンブラー
●φ80×H80mm・210ml ●無鉛ガラス
￥1,200

Design：Aino Aaltoiittala 
Aino Aalto Tumbler
イッタラ アイノ・アールト タンブラー
●φ75×H90mm・220ml ●無鉛ガラス
￥1,200

Design：
Ulrica Hydman
-VallienKosta Boda 

Mine Tumbler
コスタボダ マイン タンブラー
●φ95×H115mm・230ml ●ガラス
￥3,000

iittala
  ×marimekko 
Maribowl
マリボウル

●φ100×H120mm 
●無鉛ガラス                                    ￥3,500

Water Green

Water GreenLight Blue

Sea Blue

Kitchen
Items

Flower
 Vase

Light Blue

Bloomingville 
Flower Vase
ブルーミングヴィル フラワーベース 
●φ95×H150mm ●セラミック　 　￥3,700

menu 
Propeller Trivet
メニュー プロペラ鍋敷き 
●φ21×H210mm 
●ステンレス・耐熱ゴム（アルミケース入り）
￥3,000

Dansk  
Mini Cocotte
ダンスク ミニココット  
●φ95×W155×H105mm・0.55ℓ
●ホーロー　　　　　　　　　　￥8,000

Kähler 
Omaggio Vase
ケーラー オマジオ フラワーベース 
●φ155×H200mm ●陶器　　　　￥8,500

Navy

Design：Stilleben

Light Blue

Design：Jakob Wagner

Teal

Design：Jens Harald Quistgaard

Alaw Nordica  
Casserole 20cm
アローノルディカ キャセロール  
●φ196×W245×H145mm・2.02ℓ
●ホーロー用鋼板・ラバーウッド 　　￥3,800

Cathrineholm  
Lotus Dutch Oven Pot
キャサリンホルム ロータス キャセロール  
●φ200×H120mm ●ホーロー　　vintage

ARABIA  
Finel Coffee Pot
アラビア フィネル コーヒーポット  
●φ150×W230×H200mm・1.5ℓ
●ホーロー　　　　　　　　　　vintage

Design：
Antti Nurmesniemi

Turquoise

Design：
Grete Prytz Kittelsen

Light Blue

Light Blue

Turquoise

Light Blue

ミッドセンチュリーに数々の
名作椅子を送り出した北欧。
ヴィンテージから新作まで
夏のインテリアに
ブルーのアクセントを。

Design：Alvar Aalto

Light Blue

北欧の青と東山魁夷
日本を代表する画家、東山魁夷（1908-
1999）も、北欧の青に魅せられたひと
り。1962年に夫人とともに北欧の森
と湖を巡る旅に出掛け、北欧4か国を
3ヶ月かけて周遊。その模様は『白夜
の旅（新潮社刊）』に綴られています。
以降、青を基調とした独自の世界が
いっそう深まっていきました。

『白夜光』『白夜』『二つの月』『白の風景』
『朝静』など北欧を題材にした作品も数多い。

『二つの月』
1963年

denblaaplanet.dk/
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ブルーな色彩に、
遊び心も加味した
小粋な
インテリア小物。

集中力を高め、気分を落ちつかせる
子供部屋に取り入れたいブルー。

＊ジューテックホーム施工実例

＊ジューテックホーム施工実例

ブルーの効果

定番の照明もブルートーンで
ぐっと夏空間に。

インテリアに彩りを添える花。
置いているだけでも
素敵なインテリアになる
フラワーベース。

味覚だけでなく、
視覚も楽しませてくれる
存在感のある
キッチンアイテム。

ブルーの色彩が美しい
北欧のテーブルウェア。
夏の食卓にぜひ取り入れたい。

クールな表情と
やさしさを併せ持つ
カウンターチェア。

＊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。



北欧の自然をイメージさせる落ち着いたツートンカラーの外観。

無垢材をふんだんに使用した室内は、ナチュラルな心地よさに包まれている。

木製トリプルサッシのアクセントとともに

吹抜や勾配天井、トップライトが誘うゆったりとひろがりある空間。

ライフスタイルにぴったりと寄り添い、家族の時間を刻んでゆく。

4

■敷地面積／158.21m2（47.85坪）

■延床面積／129.17m2（39.07坪）

■1階面積／  62.93m2（19.03坪）

■2階面積／  66.24m2（20.03坪）

■ロフト面積／  21.53m2（  6.51坪）

■構造／2×6壁工法・2×8屋根構造

セレクト・オーダーパッケージJ-Brisa

●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

室内空間と窓外を優美に繋ぐ

憧れの木製窓。

住まいづくりで見落とされがちな窓だが、断熱性や

防犯などの機能面はもちろん、住まいの印象や快

適性を左右する重要な部分。高性能な木製窓に

憧れて、ネット検索でたまたまジューテックホームの

木製サッシを目にしたというMさん。スウェーデンの

厳しい自然のなかで生まれた木製トリプルサッシは、

気密性・断熱性・遮熱性はもちろん、遮音性や耐火

性にも優れ、室内と室外双方を美しく装う。結露の

心配もなく、170度回転するのでお手入れラクラク。

無垢材をふんだんに使った室内空間にも自然に溶

け込み、ナチュラルな心地よさが大きな魅力だ。

自然の光と風を肌で感じる

パッシブデザイン。

トップクラスの気密・断熱・遮熱性に支えられて、季

節を通して快適な室内は、木がふんだんに使われ

た心地いい空間に仕上げられている。さらに勾配

天井や吹抜、トップライトなどの効果的な空間レイ

アウトによって、光と風が感じられるゆったりとした

開放感に抱かれている。気密性や断熱性と開放

的な空間……一見すると相反する発想だが、快適

な住まいづくりには必要だ。外気や外気温に左右

されない確かなつくりと光や風が感じられる開放感

のある空間。そんなパッシブデザイン〈通風設計〉

という発想が住まいにしっかりと活かされている。

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

木の香り漂う小粋な北欧デザイン、
ライフスタイルに寄り添う快適な住まい。

ライフスタイルを即した

絶妙な空間レイアウト。

間取りや空間レイアウトについては、手描きで細か

い要望を提示したというMさん。その想いがしっか

りと住まいに活かされている。家族が集う2階の

LDKを中心に、洗面、浴室へ、スムーズな日々の暮

らしのための回遊式の動線。DIYの作業部屋や

キャンピングカーの駐車スペース、常設階段から続

くロフトスペースなど、ライフスタイルを考慮したレイ

アウトによって、充実のプライベートタイムを演出。

暮らしを見据えたそんな細やかな対応に、家づくり

の過程も楽しむことができたというMさん。もちろん

完成した住まいの満足度はいうまでもない。

洗面室は船舶照明を効果的に配し、木質感漂うタイル貼の床面。

神奈川県 M邸
S e n s e  o f  W o o d  &  D e l i g h t f u l
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ゆったりとしたリビングの斜めに配された窓からインナーバルコニーへ。
左の常設階段からはロフトにもつながる。

ダイニング

リビング

洋室

DN

主寝室

洗
面
室

ロフト

洋室

ルーフ
バルコニー

UP

DN

ステイングリーンとホワイトの北欧テイストの外壁。木製サッシや木製ドア、
ストライプのオーニング、インナーバルコニーが小粋なアクセントに。

家族が集うLDKをいちばんいい場所に設けたい――そんな想いからLDKを2階に配置し、回遊式のレイアウトに。
北欧のやわらかな照明、フロア全面には蓄熱式温水床暖房を設置。

ロフト

玄関

ホール

廊
下

DIY
自転車置場

上部吹抜 吹抜

吹抜上部吹抜

キッチン

ロフト

パントリー

廊下

UP

リビング

やさしい表情で迎えてくれるエントランス。

1階ホールから2階のリビングへ続く階段。
アイアンのフラットバー手すりがアクセントに。

ステンレス&オーク無垢材のフルオーダーキッチン。床や天井にも
オーク無垢材を使用し、勾配天井とトップライトが開放感を演出。

天井高1.4mながら、開放的なロフト。一角にはPCコーナーを配置。

雨の日も濡れにくいインナーバルコニー。 色違いのドアがおしゃれな子供部屋。 DIYの作業部屋は汚れや傷が気にならない土間。



北欧スイーツキッチン
パンケーキ生地をフライパンではなく、オーブンで焼き上げる家庭菓子です。
表面はカリッと中はもっちりとした独特の食感。黄桃のほか、この季節に出回る
ネクタリンや洋梨などを使ってもおいしく仕上がります。

を引き直すという坂下氏。お客さまがこれ

から過ごす時間を考えたら、プランに充分

な時間を掛けるのはあたりまえ。と妥協の

ない完璧主義を貫く。そしてお客さまの要

望に、一歩先のプラスアルファの提案で

応える、良い意味のサプライズも忘れてい

ない。良い家づくりは独りではできない、ス

ペシャルな人材が集結して想いをひとつ

にすることで、お客さまの理想を超える住

まいが生まれる。プロジェクトチームの達

成感は、そのままアーキペラーゴブランドと

して次へとつながった。

アーキペラーゴに暮らす。

「自宅の設計はしない」という建築家も

多いなかで、坂下氏の住まい（工房兼住

宅）は自らがデザインしたアーキペラー

ゴだ。クライアントは私の妻、そして私自身

――だから建築家が自らの家を建てるの

はとても苦しいと語る。自分たちの生活と

真正面から向き合い、未来をイメージする

のは骨の折れる作業だったという。ジュー

テックホームの技術と住宅性能には予て

より魅力を感じていたという坂下氏。開け

た高台のロケーションに完成した住まい

は、“広がり”があって、どこにいても“人の

気配”が感じられるような空間。北側の大

きな窓からは、柔らかい日差し、眼下には

穏やかに流れる用水路、春には満開の

桜、そして花びらで埋めつくされた花筏。

まさに、この家で良かったと実感する瞬

間だ。家づくりは暮らしに関わる暮らしの

場を中心に考えて、外観はいたってシンプ

ルに。アーキペラーゴにおいても、住む人

を守り、いつまでも“暮らす幸せ”が感じら

れる住まいづくりを心がけている。建築家

の秀でた感性と自由な発想に、ジューテッ

クホームの住宅性能が融合して生まれた

アーキペラーゴ。当然、お客さまの満足度

は高く、評判は紹介や口コミで広がった。

その幸せを実際に体感できるのは、やはり

アーキペラーゴの住人だけである。
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個人情報保護シート

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。

多島海または群島を意味するARCHIPELAGO

〈アーキペラーゴ〉。街並みという都市の海で、際

立った輝きを放つ――そんな珠玉の住まいをコンセ

プトにした高機能オーダーメイドデザイン住宅です。

＊協力／自然焼菓子工房roco

耐震・耐久性や快適性などの住宅性能、

費用対効果を考慮した効率性を重視し

たオールインワンの住まいづくりゆえに、

自由度は制約されがちだ。どちらも一長

一短、自由度重視の従来のデザイン住宅

が快適性を犠牲にしてきたのは、それぞ

れ住まいづくりの視点も方向性もまったく

異なるためだ。そのために、家づくりのス

ペシャリストが結集して、綿密なディスカッ

ションが可能なプロジェクトチームをつくる

必要があった。感性や経験はもちろん、

常に柔軟な発想も求められる。お互い方

向性の異なっていたメンバーが、従来の

枠を超えてタッグを組む。まさに欠点をプ

ラスに変える発想。アーキペラーゴ・プロ

ジェクトはこうして始動した。

0から始まるこれからの時間。

いつも白紙の状態からスタートするアーキ

ペラーゴ。お客さまの想いや要望に真摯

に耳を傾け、設計段階からの度重なる

ディスカッション。そのなかでお客さまのぼ

んやりとしたイメージを、想いを共有する

時間の中で徐 に々具現化してゆく。ときに

は意見の対立も避けられない。それも柔

軟な発想と工夫で切り抜けてきたという。

そこには、お客さまの「未来の住まいの風

景」を見つめるメンバー共通の意識があ

る。プランニングには、お客さまが「これし

かない」と思えるまで、時間を惜しまない。

少しでも違うなと感じたら、何度でも図面

　

理想の住まいとはなんだろう。

いつも安心・安全に暮らせる耐震・耐久

構造、高機密・高断熱・高遮熱性に裏打

ちされた快適性などの住宅性能は住まい

に欠かせない。でも、それは住まいの器と

しての部分。料理との相性を考慮して器

を選ぶように、住まいも住まう人の想いやラ

イフスタイルにフィットするカタチでなければ

ならない。器の上にどのような暮らしを描き

出すのか、建築家の坂下兼三氏は、それ

を「夢の実現」だという。高気密・高断熱・

高遮熱構造や蓄熱式温水床暖房などの

高い住宅性能をベースに、住まう人の想

いをカタチにした理想の住空間で、お客さ

まの夢を叶えるアーキペラーゴの家づくり。

掛け替えできない唯一無二の住まいは、

きっと「満足」と「感動」を与えてくれる。

異なるベクトルがクロスオーバーする。

デザイン・設計は建築家に。施工はジュー

テックホームで。そんなお客さまのニーズ

がきっかけでスタートしたアーキペラーゴ。

ためらいはあったが、お客さまの熱意に打

たれて、結局お引き受けすることになった

という、ハウジングディレクターの河合氏。

ただ、そこにはクリアしなければならない大

きなハードルがあった。建築家はお客さま

の想いや要望を引き出し、そこからプラン

を導き出す。感性とロジックから生み出さ

れた妥協のない設計プランを、工務店が

忠実に施工する。一方、ハウスメーカーは

　

❶耐熱皿にバターを入れ、オーブンで溶かしておく。
　黄桃は半割を4等分のくし形に切り、水気を切っておく。

❷ボウルに卵を割りほぐして塩・てんさい糖を加え、牛乳の半分
　量・レモンの皮・ふるった小麦粉の順に、泡だて器でダマに
　ならないように注意しながら混ぜる。

❸よく混ざったら残りの牛乳を加え、さらに混ぜて耐熱皿に流し
　入れる。黄桃を並べて、ピスタチオをちりばめたら、200℃で約
　30～40分焼く。

❹冷めてから取り分けて、ホイップクリームやジャムを添えて出来
　上がり。
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WELL-DO Check!!

ジューテックホームの住宅がこの度〈ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー

2015〉の特別優秀賞を受賞しました。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しております。業界トップレベルの住宅性能は、ご紹介し

ていただいた方にも、きっとご満足いただけるはずです。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。なお、ご希望の

方には無料耐震診断も承ります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

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○ウグンスパンカーカ・メ・ペシュカ

作り方

材料

（20cm円型耐熱容器1台分）

・黄桃
・牛乳
・薄力粉
・卵
・てんさい糖
・塩

4個
400cc
150g

2個
大1

小1/4
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●ご質問・ご相談・ご依頼はお気軽に。

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。2016SU

・レモンの皮（すりおろす）
・ピスタチオ（フレーク）
・無塩バター

〈飾り用〉
・生クリーム
・お好みのジャム

1/2個
適量
20g

　
適量
適量

Ugnspannkaka med Persika

坂下兼三×ジューテックホーム
建築家

高機能オーダーメイドデザイン住宅アーキペラーゴの魅力に迫る！

特別編
高機能住宅

アーキペラーゴ・スタッフ紹介

建築家　

坂下  兼三
「設計は坂下さん、施工はジューテックホームでお願いできませんか？」
そんなお客さまのニーズから始まったアーキペラーゴ。建築家として
事務所を構え、既成概念にとらわれない発想で設計をしてきた私は、
ジューテックホームの持つ技術や住宅性能には魅力を感じましたが、
当初ハウスメーカーの家づくりに関わるのは難しいのでは？ と考えて
いました。アーキペラーゴでなければ、高性能住宅仕様による私の自
由な設計は実現できなかったでしょう。住まう人と向き合い真正面か
ら受け止めてイメージを膨らませていく、そしてそれぞれのスペシャリ
ストとともに創り上げる、そんな濃密な時間が私は大好きです。

独自の感性と柔軟な発想、住まう人を中心
に据えた設計・デザインは秀逸。血の通っ
たプランニングでお客さまの想いを叶える。

インテリアコーディネーター

川村  和代
コーディネーターとして女性の私が加わることで、実際に生活の中心
となる奥様の意見を反映しやすくなります。お客さまのご要望に耳を
傾け、そのライフスタイルをイメージしながら、外壁や内装、照明、キッ
チン、浴室などの細かな部分もコーディネイトしています。建物との
バランスを考慮しつつ、住み心地、暮らしやすさを導き出すのが私の
役割です。衣食住の「住」をベースに、生活すべてに関わる大事な
要素として、暮らしをトータルにご提案できる住まいづくりを心がけて
います。家具や生活雑貨、食器や日用品など、素敵な暮らしのお手
伝いができたら嬉しいですね。

チームの紅一点。とくに内装やキッチンな
どの水まわりでは細やかな感性で空間を演
出。暮らしを素敵に彩るさまざまな提案も
魅力だ。

設計が仕上がった段階で構造をチェックし、どんな工法が最適か見
極めてご提案するのが私の役割です。アーキペラーゴは2×6工法や
在来工法など、プランに応じた対応ができます。住宅性能や耐震性
においても、安心できる構造と工法で実現できるのがアーキペラーゴ
の強みで、固定観念に縛られず、構造面でもお客さまの希望に添え
る自由度の高さが魅力です。繊細でシャープな坂下さんの秀逸なデ
ザインを構造面と上手くすり合わせる苦労はありますが、出来上がっ
た時の達成感とお客さまの満足にいつも支えられています。

自由なデザインを、耐震性などの構造技術
面から捉えて、しっかりとお客さまの安心な
暮らしを支えている。構造面で常に頼りに
なる存在。

ハウジングディレクター　

河合  祐助
坂下さんのもつ独特で類まれな感性、そこに当社の住宅性能を確実
に装備することは容易ではありませんが、機能性と快適性をいかに
上手く融合させるかがアーキペラーゴの心髄です。そのためには、
それぞれの才能が上手く機能し、スムーズに進むようチーム間の調
整が大切になります。お客さまと建築家、そしてプロジェクトをトータルな
視野で見つめて、各パートの最良なパフォーマンスを引き出し、「最高」
の結果を得られるように努めています。お客さまの「感動」が肌で感
じられる、家づくりをサポートできることが最高ですね。

常に最高水準の高機能住宅を目指して住
まいづくりに取り組むチームリーダー。的確
なアドバイスと柔軟な対応でお客さまから
の信頼も厚い。

■スペシャリストが結集

快適性を極めたジューテックホームのノウハウと

技術力を礎に、建築家、インテリアコーディネーター、

構造技術者、ハウジングディレクター、施工管理

者など、各分野で高度なスキルを有するきら星の

才能が結集して、これまでにない唯一無二で、

最高の住まいづくりを実現します。

A R C H I P E L A G O

一級建築士
エス・アーキテクツ 代表

一級建築士
ジューテックホーム株式会社 取締役

和デザイン研究所 代表

構造技術スペシャリスト

松本  克巳

二級建築士
ジューテックホーム株式会社・設計

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

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。

新築注文住宅 リノベーション・リフォーム

※キャンペーンの内容は変更になる場合も
ございます。ご了承ください。いずれもご契約期限／2016年9月末まで

無料耐震診断！

大切な方（ご両親やご親戚やご友人など）へ
無料耐震診断をプレゼントしませんか。

耐震診断結果

〈計画案〉〈現況〉

⇒

資金計画や住宅ローンのバックアップもいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

新築注文住宅＆リノベーション・リフォーム

ご紹介キャンペーン開催中！

耐震補強リフォームご成約の際も2％の商品券贈呈！
無料耐震診断の条件〈ご紹介いただいた方限定〉

●昭和56年以前に建築された木造住宅にお住まいで
　神奈川県・東京23区内〈エリア限定〉
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0120-206-244
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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／2016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。

和食との相性もいい

映画「かもめ食堂」でもお馴染みの

ARABIAアベック・ブループレート26cmを

5名様にプレゼント！！

■応募締切2016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。
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↑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
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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。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

米国ペンシルヴェニア州ピッツバーグ郊外の裕福な家庭に生まれた

メアリー・カサット（1844-1926）は、21歳のときに父親の反対を押し

切ってパリに渡りました。新しい絵画表現を模索するなかでエドガー・

ドガと運命的な出会いをとげ、印象派展への参加を決意します。カサッ

トは、軽やかな筆遣いと明るい色彩で家庭の情景を描き、独自の画

風を確立していきました。特に母子を温かい眼差しで捉えた作品は

人 の々共感を呼び、カサットの名を不朽のものとしています。晩年に

は、その業績に対しフランス政府からレジオン・ドヌール勲章が授与

されました。女性の職業画家がまだ少なかった時代に、さまざまな困難

を乗り越えて意志を貫いたカサットの、力強くエレガントな生き様は、

現代の私たちにも勇気を与えてくれるでしょう。本展では、カサットの

油彩画やパステル画、版画の代表作に加え、エドガー・ドガ、ベルト・

モリゾなど交流のあった画家たちの作品、画家が愛した日本の浮世

絵版画や屏風絵なども併せて約100点を展観し、初期から晩年にい

たるまでのカサットの画業の全貌

を紹介します。日本では35年ぶり

の待望の回顧展となる本展は、

愛にあふれるカサット芸術の

真髄に触れる貴重な機会です。

メアリー・カサット展

《眠たい子どもを沐浴させる母親》
1880年 油彩、カンヴァス  ロサンゼルス郡立美術館蔵

Digital Image f 2015 Museum Associates
 / LACMA. Licensed by Art Resource, NY

2016.6.25［土］～9.11［日］
横浜美術館
●開館時間／10：00～18：00
　（入館は17：30まで）
　＊2016年9月2日（金）は20:30まで
　　（入館は20:00まで）

●休館日／毎週木曜日
　＊ただし、8月11日（木・祝）は開館

●観覧料（当日）
　一般1,600円、大学・高校生1,100円
　中学生600円、小学生以下無料
　65歳以上1,500円
　（要証明書/美術館券売所でのみ対応）
　＊毎週土曜日は、高校生以下無料
         （要生徒手帳、学生証）
　＊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「メアリー・カサット展」観覧券で「横浜美術館コレクション展」も観覧可

●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」3番出口から徒歩3分
・JR線・横浜市営地下鉄線「桜木町駅」から（動く歩道）を利用、徒歩10分
・桜木町駅から、市営バス156・292系統で「横浜美術館」下車
＊車でご来館の方
　駐車場（10:00‐21:00、169台）最初の90分は500円、以降30分ごとに250円

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600
●http: / /cassatt2016. jp/

2015年の施工実績において、2014年の優秀賞を超える『ハウス・オ

ブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015』特別優秀賞を受賞しました。

高気密・高断熱・高遮熱住宅のトップランナーとして、今後もさらな

る品質の向上に取り組み、ご満足いただける優れた住宅をご提供し

てまいります。只今、ご紹介キャンペーンも開催中！　住宅性能は、モデ

ルハウスにて随時ご体感いただけます。お気軽にお越しください。

ウェルダンノーブルハウスは
『ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015』
特別優秀賞を受賞しました。

ウェルダンノーブルハウスは
『ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015』
特別優秀賞を受賞しました。

住宅性能やモデルハウスに関するご質問・住まいのご相談は
●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！

〒224-0035 横浜市都筑区新栄町4―1　Phone 045-595-3222
www.wel l -do.com 

●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 。

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー

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。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

制度です。

※色調等は写真と異なる場合もあります。
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