
日差しが強まるこれからの季節に…

スウェーデン製オーニング！

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
天空へとつながるゆとりの開放感。
理想の心地よさに抱かれたゼロエネ・デザイン住宅。

Informationi 日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて
　　　　　　　春のご紹介キャンペーン開催中です！

Sense of openness & Zero-energy j神奈川県・K邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ バットゥ・ハウラグレズ〈焼きオートミール〉

Exhibition i ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展
　　　　　　16世紀ネーデルラントの至宝―ボスを超えて― 

P r e s e n t i ヒルダヒルダのランチバッグを
　　　　　　 　抽選で3名様にプレゼント！
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ロンドンのスニーカーセレクトショップ

フットパトロールとの

コラボレーションモデル。

春風に誘われて、つい外出したくなる季節ですが、そんな春のお出掛けにぴったりな北欧発の帆布バッグとスニーカー。

シンプルで洗練されたデザインと心地いい機能性が魅力的な、これから注目のブランド・アイテムをご紹介します。

feature特集

＊いずれも表示価格に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。

HildaHilda
 ヒルダヒルダ（スウェーデン）

HildaHilda 
Tote bag 
Flowers
マガジントート 
Sサイズ
フラワー

●38×31cm
●コットン100%
　（ジャガード織り）
　￥7,000

HildaHilda 
Tote bag Pig（Green）
マガジントート Lサイズ ブタ

●40×36×10cm
●コットン100%（ジャガード織り）
￥8,000

Irma 
Shopping bag
イヤマ ショッピングバッグ

●41×31×12cm
●コットン100%（オーガニック）
￥2,400

Lotta Jansdotter 
Tote bag L（Cal）
トートバッグ Lサイズ（カル）

●47.5×30×15cm・持ち手20cm
●コットン100%（ポケット付）
￥3,000

1995年にスウェーデン・ストックホル

ムに設立されたヒルダヒルダ。ロット・

ヒルデブランドが手がけるユニークで

愛らしい世界感とジャガード織りのテ

キスタイルが放つ独特の表情が魅力。

Lisa Larson 
Sketch Mikey Tote Bag
スケッチマイキートートバッグ

●L・40×41×10cm（ミニミニサイズバッグ付）
　S・27×20×9cm
●コットン100%
L ￥7,000・S ￥2,900

スウェーデンを代表する陶芸家リサ・ 

ラーソン。動物を中心としたその愛ら

しいモチーフは日本でも人気が高く、

テキスタイルをはじめ様々なグッズに

展開されている。

コペンハーゲンを中心に70店舗以上

を展開している有名なスーパーマー

ケットチェーン〈イヤマ〉。女の子のキャ

ラクターロゴをあしらったオリジナルの

グッズは人気が高い。

Finlayson 
Totebag ELEFANTTI aqua blue
フィンレイソン舟型トート エレファント（アクアブルー）

●35×20×16cm（持ち手部分含まず）
●コットン100%（他ファスナー・マグネット）
￥5,800

フィンランドで200年の歴史を誇るテ

キスタイルブランド〈フィンレイソン〉。

北欧の自然を中心としたモチーフ、洗

練されたかわいいデザインで、フィンラ

ンド国内はもちろん、世界中で愛され

ている。

Littlephant 
Simple shopper
リトルファント ショッパー

●38×28.5×4cm（持ち手部分含まず）
●コットン100%（留め具部分/レザー）
￥9,500

2009年設立のスウェーデンのライフ

スタイルブランド〈リトルファント〉。カミ

ラ・ルンドステンを中心に、レトロ・ポッ

プなテキスタイルデザインが特徴的で

ファッションからインテリア雑貨など、

高品質なプロダクトが暮らしを彩る。

KLATTERMUSEN 
2way tote bag BAGGI
クレッタルムーセン トートバッグ バギー

●43×38×16cm・22L
●リサイクルナイロン100%（他ファスナー・マグネット）
￥12,000

厳選されたマテリアルと人間工学に基

づいたデザインで独自のディテールで

製品づくりを続けているアウトドアブラ

ンド。サスティナビリティー（自然環境と

の共存・持続）をテーマに、タウンユー

スも意識した独特のデザインが魅力。

10gruppen 
Tote Bag L
ティオグルッペン トートバッグ

●42.5×39×13.5cm・持ち手24cm
●コットン100%
￥10,000

1970年に10名のスウェーデンデザイ

ナーによって設立された〈ティオグルッ

ペン〉。アート性の高い大胆なデザイン

とビビッドなカラーリングによる斬新な

テキスタイルで知られ、様々なメーカー

とのコラボ商品も数多い。

Kauniste 
Tote Bag Sokeri
カウニステ ソカリ

●70×38cm（持ち手部分含む）
● リネン55％・コットン45%
￥3,200

2008年にヘルシンキに誕生したテキ

スタイルブランド〈カウニステ〉。シンプ

ルで個性豊かなデザインと、クラフト

マンシップによるトラディショナルな技

法を融合させて、流行に左右されない

製品を送り出している。

marimekko 
Mini Unikko Tote Bag Kori
ウニッコトートバッグ

●35.5×26.5×11.5cm・持ち手17cm
●コットン100%
￥15,000（アジア限定）

1964年にマイヤ・イソラがデザインし

た人気のUnikko柄。鮮やかな色遣

いと印象的な図柄が織りなす美しい

テキスタイルは、世界中で愛されてい

る北欧の定番。カラーバリエーション

による多彩なコレクションも魅力。

スウェーデン出身のテキスタイルデザ

イナーのロッタ・ヤンスドッター。自然を

モチーフにしたオーガニックで温かみ

のあるデザイン、洗練された色遣いで

日本での人気も高い。

Tretorn 
Nylite Canvas（mustard）
トレトン ナイライト キャンバス

●アッパー：キャンバス
●アウトソール：ラバーソール
￥7,900

1891年にスウェーデンの老舗スポーツ

ブランド。代表作〈Nylite(ナイライト）〉

が1964年に登場し、プレッピースタイ

ルの定番として人気を博す。ケネディ大

統領やテニスプレイヤーのビョルン・

ヴォルクも愛用していた。

●アッパー：キャンバス・スエード ●アウトソール：ゴム
￥8,000

1923年、デンマークに創業したスポー

ツブランド〈ヒュンメル〉。スポーツウェ

アとしての機能性とファッションアイテ

ムとしてのデザイン性との融合で、ス

ポーツ・音楽・アートとリンクしたコレ

クションを展開している。

KARHU×FOOTPATROL 
FUSION 2.0（Dark Grey/Calla Green）
カルフ×フットパトロール フュージョン2.0

●アッパー：スウェード
●アウトソール：ナイロンソール・EVA
￥18,800

ECCO 
SOFT8 Ladies High Top
エコー ソフト8

●アッパー：レザー（牛革）
●インソール：レザー張りECFSインレイソール（取り外し可）
●アウトソール：ダイレクトインジェクション製法
　　　　　　　2コンポーネントPU/TPUアウトソール
￥26,000

ECCO 
COOL 2.0 Ladies GTX
エコー ソフト8

●アッパー：レザー（牛革） ●インソール：PU
●アウトソール：ダイレクトインジェクション製法
　　　　　　　2コンポーネントPU/TPUアウトソール
￥28,000

Artek 
Tote bag SIENA/H55（Cal）
キャンバスバッグ

●41×41×9cm・持ち手20cm
●コットン100%（キャンバス）
￥3,900

フィンランドの良質な家具ブランド〈ア

ルテック〉。アルヴァ・アールトがデザイ

ンしたテキスタイルSIENAと妻エリッ

サ・アールトによるH55。いずれもラ

イフスタイルにフィットする洗練したデ

ザインが魅力。

Brita Sweden 
Tote Bag Overseas
ブリタスウェーデン トートバッグ オーバーシーズ

●37×20×12cm・持ち手36cm
●コットン100%（キャンバス）
￥3,200

スウェーデンのテキスタイルブランド

〈ブリタスウェーデン〉。遊び心と温か

みのあるテキスタイルで、インテリア

からファッションアイテムまで、幅広い

コレクションを展開。

HildaHilda 
Lunch bag 
ランチバッグ 

●20×18×12cm
●コットン100%
　（ジャガード織り）
　￥7,200

almedahls 
Belle Amie Tote Bag
アルメダールス ベル アミエ

●38×36cm・持ち手47.5cm
●コットン100%
￥1,900

スウェーデンの老舗テキスタイルメー

カー〈アルメダールス〉。ぬくもりが感じ

られる暮らしに根付いたユニークなデ

ザインで、テキスタイルを中心にキッ

チンやテーブルウェアなど暮らしを豊

かに演出している。

1963年にデンマークで生まれたコンフォートシューズ

ブランド〈エコー〉。「Design Follows Function

（デザインは機能に従う）」理念のもと品質・技術に

妥協のない高い機能性美を追求している。

シンプルでタイムレスな美しいデザインが魅力。

フィンランド・ヘルシンキに誕生して

100年を迎えた北欧を代表するスポー

ツシューズブランド〈カルフ〉。独自の

〈フルクラムテクノロジー〉を開発し、

抜群の履き心地とデザイン性で世界の

トップアスリートに支持されている。

KARHU 
Albatross（Burnt Orange）
カルフ アルバトロス
●アッパー：ナイロン ●アウトソール：ウレタンソール
￥9,500

hummel 
Slimmer Stadil 
Herringbone High（Misty Rose）
ヒュンメル スリマー スタディール ヘリンボーン

●アッパー：コットン（キャンバス） ●アウトソール：ゴム
￥8,500

スウェーデン発のスニーカーブランド。

「スニーカーとドレスシューズの中間を

埋める」というコンセプトで伝統的な

靴作りの技法や文化を大切にしつつ、

斬新な素材・デザインを取り入れ、ハ

イブリッドな製品を手がけている。

gram
   352g cotton canvas（White）
グラム コットン キャンバス スニーカー

●アッパー：レザー（スエードのトリミング・革のつま先キャップ付） 
●アウトソール：ゴム   ￥21,000

2001年にスタートしたスウェーデンの

ファッションブランド。2006年シューズ

を中心としたブランドショップがオープ

ン。シンプルで洗練されたデザインが

魅力。普段のコーデにプラスして、ワ

ンランクアップのスタイルを演出。

HOPE
Billie Sneaker（White）
ホープ ビリースニーカー

●アッパー：ナイロン・TPUアウターシェル 
●アウトソール：ゴム
￥15,000

ノルウェーのラバーシューズブランド。

革新的技術や優れた素材、アルマー

ニやジョンロブとのコラボレーションで

ファッションを意識したスタイリッシュで

カラフルなデザインが特徴。豊富なバ

リエーションも魅力。

Swims
Luca sneaker
スイムズ ルカ レインスニーカー

●アッパー：レザー ●アウトソール：ゴム
￥18,800

最近話題のデンマークのシューズブラ

ンド〈シューザベア〉。斬新なデザイン

と素材のセレクトによって、スタイリッ

シュで独創的なスニーカーを手がけ、

世界的なファッションショーやメディア

でも注目されている。

Shoe the bear
Hiro L（White）
シューザベア ヒーロー レザー

●アッパー：キャンバス 
●アウトソール：ゴム ●替え紐付
￥7,800

2005年、デンマークコペンハーゲン

に生まれたシューズブランド〈シュー

シュー〉。ソフトな履き心地と疲れにく

い北欧の機能美をベースに、カラフル

でPOPなデザインが楽しい。カラーバ

リエーションも豊富。

SHOESHOE 
MARY T CANVAS
シューシュー キャンバススニーカー

●アッパー：ナイロン（グログラン）
●履き口：エラスティック（ゴム） ●アウトソール：厚底ラバーソール
￥19,000

スウェーデン・ストックホルム発のユニ

セックススニーカーブランド〈エイティー

ズ〉。ミニマムでユニセックスデザイン、

フィンガーループと厚底のラバーソー

ル、インソールにコルクを採用するなど

機能性と履き心地が素晴らしい。

Eytys 
Doja So Fabric（Navy）
エイティーズ ドジャエスオーファブリック

●アッパー：キャンバス ●アウトソール：ゴム  

1999年にスウェーデン・ストックホル

ムにオープンしたスニーカーショップ

〈スニーカーズンスタッフ〉。リーボック、

adidas、PUMA、ASICS、BROOKS、

Vans等とのコラボレーションで生まれ

た個性的な商品が注目を集めている。

Sneakersnstuff×Vans 
OG Classic Slip-On LX 
Stockholm
スニーカーズンスタッフ×バンズ 
オリジナル クラシック スリッポン ストックホルム

●アッパー：ブライムニットファブリック＆レザー 
●アウトソール：コンチネンタルラバー 　　　￥22,000

デンマーク・コペンハーゲンのレ

ディーススニーカーショップ〈ネ

イキッド〉。リーボックやadidas

とのコラボレーションで、斬新か

つファッショナブルな新作スニー

カーを多数発表している。

C a n v a s  B a g  &  S h o e s  f o r  S c a n d i n a v i a n  D e s i g n
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￥12,000

Sneakersnstuff×Vans

Stockholm

adidas Ultra Boost & Samba×Naked 
　　　　　WAVES PACK（Light Aqua）
                          アディダス ウルトラブースト＆サンバ×ネイキッド 
                          ウェーブスパック

ToteBag

北欧

Sneakersnstuff×adidas

Brewery Pack

●ヒモが付いている場合は外してから、
　せっけんで手揉み洗いをします。

●バケツ等に重曹を加えたぬるま湯にスニーカー
　を浸します。（水1Lに重曹大さじ3～4杯）

●一晩、つけ置きしておきます。

●汚れがひどい場合は中性洗剤または
　固形せっけんを靴用ブラシや歯ブラシなど
　につけて、こすり洗いをします。

●細部は歯ブラシや綿棒を利用すると便利。

●水を替えながらすすぎは十分に。
　（すすぎが不十分だと黄ばみ等の原因に）

●ゴム部分が傷まないように、
　風通しのいい日陰に干します。

●ゴム部分の汚れには〈キッチンのステンレス
　磨きスポンジ〉が効果的。

スニーカー（キャンバス地）の
メンテナンス

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。

ヒルダヒルダのランチバッグを
3名様にプレゼント！！
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●使用後は、中身をすべて取り出して、
　直射日光を避け、風通しの良いところに。

●乾いた布で軽く拭き取り、柔らかいブラシで
　ホコリを取り除きます。

●水や汚れが心配な場合は、全体に軽く
　防水スプレーを使用します。（素材表示を要確認）

●濡れた場合は、柔らかい布で水気を十分に取り、
　形を整えて風通しの良い日陰で平干し。

●できるだけ洗濯を避け、汚れた場合は、薄めた
　中性洗剤で叩くようにして拭き取ってください。
　仕上げに水拭きします。

●軽い汚れはプラスチック消しゴムで落とせる
　場合もあります。（やさしく、こすりすぎには注意）

トートバッグ（キャンバス地）の
メンテナンス

1



ホワイト調のシンプルで上品な外観。

室内は白を基調にフロアの木質感が

静謐な雰囲気を醸し出している。

採光や通風に配慮された空間レイアウトと

縦方向にひろがるゆったりとした開放感。

傑出した機能性に支えられ、理想の住み心地とともに

次代を見据えたZEH※（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）が実現した。
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■敷地面積／146.73m2（44.30坪）

■延床面積／110.97m2（33.50坪）

■1階面積／  57.14m2（17.25坪）

■2階面積／  53.83m2（16.25坪）

■ロフト面積／  16.14m2（  4.88坪）

■構造／2×6壁工法・2×8屋根構造

アーキペラーゴ〈設計：坂下 兼三〉

●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

優れた設計・デザインと

高機能な住宅性能との融合。

建築家・坂下兼三氏のデザインを業界トップクラス

の住宅性能で支える高機能オーダーメイドデザイ

ン住宅〈アーキペラーゴ〉。「暮らす幸せ」が感じられ

る設計・デザイン、そして安全・快適な住宅性能の

融合による、オーナーの理想を超える住まいづくり

で応えてくれる。さらに太陽光発電システムやハイ

ブリッド給湯・暖房システムを搭載して誕生した高

機能ゼロエネ・デザイン住宅のK邸。快適な暮らし

を、住まいのエネルギー面からもしっかりサポート。

環境にも、家計にもやさしい住まいが誕生した。

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和

天空へとつながるゆとりの開放感。
理想の心地よさに抱かれたゼロエネ・デザイン住宅。

空間のひろがりと

住み心地を追求した住環境。

ゆったりとした明るく風通しの良い開放的な空間づ

くり。吹抜や高窓、大きく開けられた開口部などの

レイアウトとともに、天井と壁面は白を基調に、床は

アンバーな木調にすることで、より縦方向への開放

感を演出。室内空間の一体感とともに、空へとつ

ながるようなのびやかな空間づくりが魅力だ。また

青空をイメージした小屋裏の天井も白い空間に心

地良いアクセントを添えている。ゆったりとした開放

感と居心地の良さ、K邸には平面図ではわからない

多くの魅力に溢れている。

神奈川県 K邸
S e n s e  o f  o p e n n e s s & Z ero-energy
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ダイニング

洋室

小屋裏収納

UP

アイボリーのシンプルな外観。雨で汚れを落とし、
いつもクリーンなシーリングレス外壁を採用。
雨の日の買い物などもビルトインガレージから
出入りが可能なので便利。

ホール

上部吹抜

キッチン

高い吹抜が空間のひろがりを感じさせるLDK。
青空をイメージした小屋裏の天井が印象的。

同業者も驚きの

高気密・高断熱構造。

オーナーのKさんは建築関係の仕事をされている、

いわば同業者。それゆえに住まいへの想い、クオリ

ティや完成度のハードルも高い。Kさんは当初より

ジューテックホームの高気密・高断熱構造やフロア

全面に設置できる蓄熱式温水床暖房など、充実の

機能に魅せられていた。希望する開放的な空間

づくりにおいて、もっとも大切なのが、室内空間を

快適に保つ機能面。優れた住宅性能がなければ

実現できなかった。これだけの開放空間にもかか

わらず、とても快適に過ごせることに、あらためて驚

いていると語るKさん。完成した住まいの満足度と

ともに、その金額面も魅力的だったようだ。

ビ
ル
ト
イ
ン
ガ
レ
ー
ジ

玄関

WIC

バルコニー

DN

S t a f f  V o i c e
同じ建築業界で仕事をされているK様。住まいに

対するご要望も、プロゆえにマニアックな打合せ

の連続でした（　 ）。弊社の高気密・高断熱仕様

をベースに、ZEH（ゼッチ）やハイブリッド給湯器

（Eco-One）などの導入により、先進のエネルギー

収支ゼロの家が完成しました。

ロフト

洋室

リビング
畳コーナー

ホ
ー
ル

勝手口

洗面室

主寝室

収納

玄関
収納

ゆったりとしたリビング・ダイニングは家族が集まるくつろぎの場所。

小屋裏の天井には青空イメージのクロスを採用。
子どもたちが「くものへや」と呼ぶ秘密基地。

トリプルガラスの高窓から光が降り注ぐ
大空間のリビング階段。

スタイリッシュなアイランドキッチン。

2階の浴室と洗面更衣室に面した広いバルコニー。
プライバシーに配慮した囲いで周囲の視線を気にせずに入浴できる。

大きな開口部によって採光に優れたLDK。利用価値の高い小上がりの畳コーナーを併設。フロア全面に設置された蓄熱式温水床暖房で冬も快適。

巧みに配された照明が心地よさを演出。

ZEH対応でエネルギーの自給自足。

※ZEHとは、Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称。
　建物の断熱性・省エネ性能の向上とともに、太陽光発電設備によってエネルギーを
　創り出すことで、年間の一次消費エネルギー量（空調・照明・給湯・換気）の収支を
　プラスマイナス0（ゼロ）にする高性能建物の総称。

ゼッチ

※

河合　祐助
Kawai Yusuke



北欧スイーツキッチン
ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、穀物の中でも、とくに栄養価の高いオー
トミールに、ナッツ、ベリーがたくさん詰まったお菓子です。ボリューム感もあ
るので、おやつだけでなく朝食代わりにも。

午後のお茶の時間。外出するとカフェで

過ごすことも多い。映画や読書など、仕事

からちょっと距離を置いたときにデザイン

のインスピレーションが得られることもある

という。そして生まれた作品はいずれもシ

ンプルで上品、しっくりと馴染んで、使う人

への気遣いが感じられる。“使える”そし

て“使いたくなる”そんな暮らしに寄り添う

デザインが、多くの人に支持されている理

由なのかもしれない。これからは自身のオ

リジナルブランドをもっと充実させて、素材

でもあるテキスタイルデザインにも本格的

に取り組んでいければ…。そんな赤峰さ

んのこれからの作品に注目したい。

　リネンやコットンなどの素材から糸・布地

が生まれ、それがバッグや洋服、小物など

にカタチづくられ、暮らしを豊かに彩る。

ひとつのモノが誕生するまでには、多くの

人の手間と時間が掛けられている。だ

から良いモノづくりには、思いを一にする

人々の協力が不可欠だ。素材や生地を

つくる人と、手づくりする人の間を繋ぐお

手伝いをしながら、生涯現役でこの世界

に関わり続けられたら幸せ…と語る赤峰

さん。書籍や雑誌などで作品を目にする

機会も多いが、これからバッグづくりに挑

戦してみたいという方は、ぜひワークショッ

ブに参加されてみてはいかがだろうか。

和やかな雰囲気の中、丁寧なレッスンは楽

しく、きっと貴重な体験となるに違いない。

お気に入りの北欧生地を使って自分だけ

のバックづくり――さらに楽しみもひろがる。
＊バッグづくりのワークショップは、随時開催されてい
　ます。日程・詳細はホームページにてご確認ください。
　www.akamine-sayaka.com
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個人情報保護シート

個人情報保護シート

赤峰 清香さん第36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。

1974年青森県生まれ。文化女子大学服飾学
科卒業後、アパレルメーカーで服飾小物の企
画・デザインを手がける。その後、服飾小物メー
カーに転職。現在はフリーランスとして企画・デ
ザイン、サンプルメイクを行う傍、書籍や雑誌へ
作品提供。またオリジナル服飾雑貨の製作・
販売やワークショップも行っている。

［著書］
●『家庭用ミシンで作る帆布のバッグ』（日本ヴォーグ社・2012）
●『長く愛せる大人のバッグとポーチ』（日本ヴォーグ社・2016）

［書籍］
●『まいにちの、布バッグ』（文化出版局）
●『まいにちの通園通学グッズ』『かわいいバッグとポーチ』
　『ママの手づくりうれしいな♪通園通学バッグ＆グッズ』
　『まいにちウキウキ 通園通学BOOK』『実用派バッグとポーチ』
　『かわいい♪かんたん♪はじめての通園通学グッズ』
　『まる さんかく しかくのバッグ』以上（日本ヴォーグ社）
●『すぐ縫ってすぐ持ちたい！毎日使えるバッグ＆ポーチ』（NHK出版）
●『クラッチバッグの本』（河出書房新社）他

［雑誌］
『すてきにハンドメイド』『コットンフレンド』『はんど&はあと』
『通販生活』『暮らし上手のお裁縫』他多数

www.akamine-sayaka.com

積極的に取り組んでいる。家事や子育て

に支障がないように、自宅を仕事場にして

いる赤峰さん。いろいろと苦労も多いなか

で、仕事と家事の両立には、時間配分や

効率性などの工夫が不可欠だ。デザイ

ンで心がけているのは、かわいい、かっこ

いい、ずっと使えること。その根底に共通し

て流れているのは、シンプルでベーシック

を意識した全体のバランス感、そこに加

味される遊び心のエッセンスだ。さらに

ワークショッブでは限られた時間を意識

して作りやすさも考慮されている。手づく

りでありながら本物志向を大切にしたい

――つまり初心者であっても、既製品と見

紛う作品に仕上げられること。それが大き

な魅力だ。その完成度の高さと実用性が

多くの人 に々受け入れられ、ワークショップ

はいつも大盛況だ。受講をきっかけにソー

イングやモノづくりに目覚める人も多く、自ら

手がけたバッグを愛用してもらえるのがと

ても嬉しいと語る赤峰さん。つくる喜びと

それを使う楽しさが、手づくりの醍醐味。

そんな自らの経験を振り返りながら、もっと

若い世代の人たちにもモノづくりの楽しさ

を知ってほしいと願っている。

　家庭では仕事の合間にインテリアから

キッチンまわりの小物まで、可能なかぎり自

作している赤峰さん。お弁当づくりや日々

の団欒など、家族とのコミュニケーションも

大切にしている。家事でも手を抜くことの

ない赤峰さんが、ほっと一息つけるのが

　

　外出の際に欠かせないバッグは、ファッ

ションにおいても重要なアイテムのひとつ。

身だしなみとの相性はもちろん、その人の

センスやライフスタイルも垣間見えてしまう

もの、だからシーンや目的に合った納得で

きるものを選びたい。そんなセンス溢れる

素敵なバッグや小物を手がける赤峰清

香さん。デザインの傍、ハンドメイドの魅力

を様 な々メディアや書籍などを通して披

露している。自然体で爽やかなその笑顔

のように、手がけられた作品もシンプルで

機能的、素材や耐久性も考慮され、使い

心地もすばらしい。

　オーダーメイドの仕立てやお直しの仕

事をしていたお母さまの影響で、ごく自然

に洋裁に興味を抱いた赤峰さん。服飾

学校でデザインの基礎を学んだ後、アパ

レルや服飾小物のメーカーで企画・デザイ

ンに携わる。出産で一時期、仕事から離

れることになったものの、育児も一段落し、

フリーランスとして復帰。現在、商品の企

画・デザインのみならず、書籍・ワークショッ

ブなどでバッグや小物づくりのサポートにも

　

❶型にクッキングペーパーを敷いてAを敷きつめる。

❷Bをボウルに入れ混ぜ合わせたら①の上に敷きつめる。

❸ボウルにCを入れてよく混ぜ、②の上に流し入れる。

❹〈トッピング〉の材料をボウルに入れて混ぜ合わせたら
　③の上に敷きつめ、180℃で35～40分焼く。
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●ガーデン風のトートバッグ〈アイリッシュガーデン〉。
　サイトにて購入可能！

●「長く愛せる大人のバッグとポーチ」で
　紹介されている〈マルシェバック〉

●南仏テキスタイルブランドLesOlivades
　（レゾリヴァード）のバッグデザイン

●ワークショップ風景

日差しが強まるこれからの季節に…

スウェーデン製オーニング！
AMA（エーエムエー）社製

WELL-DO Check!!

これからの季節、おすすめなのがオーニングの設置。窓の直射日光を遮り、

夏の冷房費が1／3。冷房費の大幅な節約につながります。また、UVカット

や目隠し効果など、多くのメリットが。さらに外観にオシャレなアクセントを添

えて、住まいの印象もがらりと変わります。1954年にスウェーデンで設立され

たAMA（エーエムエー）社は、オーニングの本場スウェーデンで最も古く、

カラフルでおしゃれなデザイン、安心な素材と耐久性に優れた品質で、北欧

だけでなくヨーロッパをはじめ、日本、アメリカ、カナダなど世界各国で数多く

愛用されています。只今、キャンペーン開催中！ ぜひ、お得なこの機会に住

まいに取り入れてみてはいかがですか。 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○バットゥ・ハウラグレズ〈焼きオートミール〉

作り方

バッグデザイナー

材  料 （20×20cm角型）

・ラズベリー
・リンゴ（1.5cm角にカットする）

・オートミール
・チアシード
・けしの実
・ココナッツシュガー
・ベーキングパウダー
・塩
・バニラエッセンス

170g
1/4個

3カップ
大1
大1
大1
小1

ひとつまみ
少々

34

●お問い合わせ・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。2017SP

Staff Hot news
スタッフ通信

2017
Springジューテックホームのスタッフが衣食住・旬の情報をお届け！

毎回スタッフの紹介・おすすめの情報をお届けするコーナー。
今回の登場は、ウェルリフォーム・マネージャー川瀬正之さん

　新築・リフォームの商品企画から素材・

設備などのメーカーとの交渉に携わり、

より良い住まいづくりのために日々 奔走し

ている勤続25年の川瀬さん。住宅資材専

門の部署で培った知識と経験を活かした

素材・設備のスペシャリストとして頼りにさ

れる存在だ。常に進化し続ける素材・設

備・住宅性能。その時代の流れにアンテ

ナを張り、将来の住まいづくりを見据えた

情報収集にも積極的に取り組んでいる。

　川瀬さんは、仕事と家事の両立を図り

ながら、料理、洗濯、掃除さらには子育て

までこなす、家庭では良き主夫でもある。

そんな生活者としての経験を活かし、お

客さまにとって必要なものは何か、どうす

れば家事を楽にできるのか。機能面、使

い勝手など、ライフスタイルを考慮しつつ、

自らの体験をもとにした的確なアドバイス

で応えてくれる。単なるセールストークに

はない、実生活に役に立つことも多い。

　日頃からインテリアや雑貨・日用品など、

新製品・新登場のものはチェックしている

川瀬さん。その中で気に入ったものがあ

れば積極的に暮らしに取り入れている。

そんな川瀬さんの最近のおすすめのひと

つが「コンパル座るちりとり」。「座り」ながら

ガーデニングが楽しめるラクラクアイテム。

そしてこれから大注目なのが、デンマー

クのデザイン会社Lucie kaas（ルーシー・

コース）。50～70年代の北欧ミッドセンチュ

リーのデザインアイテムを復刻しているの

で、興味をお持ちの方は要チェック。

　住まいや暮らしに役立つ情報をわかり

やすく綴った〈ウェルリフォームのスタッフ

ブログ〉も好評掲載中。

ぜひ、こちらでチェックを！

WELL-DO読者の皆様には

特別価格にて
ご提供中！

プロフィール

●趣　味：車、インテリア・雑貨など

●好きなもの：様々な新商品情報

●仕事のモットー：
　住宅の素材・設備・商品特性などに関する
　様々な疑問・質問に的確にお答えし、
　より良い暮らしを
　サポート！

A

B

・卵
・牛乳

・アーモンド（ホールを半分にカットする）
・ひまわりのタネ
・かぼちゃのタネ
・リンゴ（1.5cm角にカットする）
・ブルーベリー＆ラズベリー
・はちみつ
・シナモン

1個
3+1/2カップ

60g
45g
45g

1/4個
100g

大1
小1/2

C

〈トッピング〉

 Bagt 
havregro/d

●『長く愛せる大人のバッグとポーチ』
（日本ヴォーグ社）

撮影／白井由香里

←20×20cm角・厚み3cm程度
＊協力／自然焼菓子工房roco

●日よけ対策

●冷房病対策

●UVカット機能（室内の日焼け対策）

●プライバシーの保護（目隠し効果）

●省エネ効果

エアコン稼動率比較

多彩なオーニング効果

（窓面積10m2で1日あたりのエアコン使用量を比較）

標準3mm
ガラス

室内のブラインド
または

カーテン使用

オーニング
設置

エアコン
稼動率
100％

エアコン
稼動率
74％ エアコン

稼動率
33％

約1／3に
軽減 AMA窓用オーニングBaroness（バロネス）

ジューテックホームまちかどモデルハウス都筑の家でも長年使用。
劣化もなくキレイな状態を保っています。

他にも各種サイズ、
カラーバリエーションあり
価格はお気軽にお尋ねください。

●ウェルリフォームblog→

AMA窓用バロネス
商品定価￥72,100（税別）

W100×D60・間口100・出幅60cm

↓

●キャサリンホルムの陶器ボウルは川瀬さんイチ押し

●グンナー・フローニングの
　木製オブジェ〈スパロウ〉

↓Lucie kaasの復刻デザイン

 ●幅28.5cm
 ●奥行36.5cm
 ●高さ67cm
 ●耐荷重120ｋｇ

←コンパル 座るちりとり

●子供と過ごす
　時間も大切

設置費込　
特別価格（間口1m・出幅60cmサイズ）

￥66,000（税別）～
　サイズや生地・現場の状況等により
　　　設置料金が変わります。



快適生活情報誌WELL-DO  Vol.42  2017SPRING（春号）　2017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。

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／2017年5月10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。

ヒルダヒルダ（ジャガード織り）の

ランチバッグを3名様にプレゼント！！

●サイズ／20×18×12cm
●コットン100%（ジャガード織り）
※絵柄はお任せとなります。

■応募締切2017年5月10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。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

16世紀ヨーロッパを魅了した巨匠ブリューゲルの最高傑作と名高い

「バベルの塔」が24年ぶりに来日。さらに写実的な描写を駆使しなが

らも強烈な個性で奇想の世界を描き出したヒエロニムス・ボスの貴重

な油彩2点が初来日します。そのほか、同時代の絵画、彫刻など90点で

16世紀ネーデルラント絵画の魅惑の世界を紹介します。また、今回の

展覧会では新しい試みとして作品を美しく見やすく展示することに

加え、東京藝術大学COI拠点の特別協力により芸術と科学技術を

融合させ、原寸を約300％拡大したブリューゲル「バベルの塔」の

複製画を制作・展示。「バベルの塔」の3DCG動画も制作し、多様な

メディアを駆使してこの傑作の魅力に迫ります。

ボイマンス美術館所蔵 

ブリューゲル「バベルの塔」展
16世紀ネーデルラントの至宝―ボスを超えて―

ピーテル・ブリューゲル1世《バベルの塔》
1568年頃   油彩、板  ボイマンス美術館所蔵
Museum BVB, Rotterdam, the  Netherlands

2017.4.18［火］～7.2［日］
東京都美術館 企画展示室

●開室時間／9：30～17：30
　金曜日は20：00まで
　（入室は閉室の30分前まで）

●休室日／月曜日
　＊ただし、5月1日（月）は開室

●観覧料（当日）
　一般1,600円
　大学・専門学校生1,300円
　高校生800円
　65歳以上1,000円
　＊中学生以下は無料
　＊身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・
　　精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　　お持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料
　＊いずれも証明できるものをご持参ください

●アクセス
・JR上野駅「公園口」より徒歩7分
・東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分
・京成電鉄京成上野駅より徒歩10分

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600
●http: / /babel2017. jp

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて
春のご紹介キャンペーン開催中です！
日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて
春のご紹介キャンペーン開催中です！

〒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〉
※絵柄・色調等は写真と異なる場合もあります。

「知り合いに紹介したいんだけど…」「紹介したら喜ばれて良かった」

日頃からそんなお声をよくお寄せいただいています。ジューテックホー

ムでは、お客さまからのご紹介で、注文住宅やリフォームをされる方が

多く、ご満足いただいた方々への感謝の気持ちを込めて、只今、春の

ご紹介キャンペーンを開催中です。ご紹介していただいた方だけで

なく、ご紹介によって注文住宅・リフォームされた方にもうれしい特

典をご用意いたしました。お得なこの機会にぜひ、ご親戚・ご友人・

お知り合いをご紹介ください。皆さまのご参加おまちしております。

キャンペーンに関するご質問・ご相談・ご紹介はお気軽に！
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

ご紹介いただいた方がご成約の場合、
一棟あたり全国百貨店共通商品券15万円分を進呈。

※戸建・マンション・店舗などリフォームの内容・規模は問いません。ただし特典はご契約金額が
　10万円以上（税抜）で10万円単位となります。〈ご契約金額10万円（税抜）未満は対象外です〉
※いずれの特典も他のキャンペーンや特典との併用はできません。
※いずれもご紹介に期限はございませんが、棟数・件数限定ですのでお早めに。

注文住宅

ご紹介いただいた方がご成約の場合、
金額の2％相当の全国百貨店共通商品券を進呈。

（上限は10万円です）

リフォーム

ご紹介によって注文住宅・リフォームされた方にも
うれしい特典をご用意しております。詳細はお尋ねください。
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