
卓上調理の心強い味方！

照明で空気をキレイに！
照明×空気清浄〈クーキレイ〉

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
光・風・木のぬくもりに抱かれ
アールトの建築ロジックが息づく3世代の快適空間。

Informationi 都筑区民まつりに協賛・参加します

Open feeling & Human modernism j神奈川県・T邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ モッカニースタン

Exhibition i 日本・デンマーク国交樹立150周年記念

　　　　　　空想の旅人 アンデルセン展 

P r e s e n t i
ロイヤルコペンハーゲンの
アンデルセン童話プレートを
3名様にプレゼント！
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切り絵作家 蒼山 日菜さん第38話

スタッフ通信i2017Autumn
Staff Hot news

feature 特集 Hans Christian Andersen's fairy tales & Paper Cuts.



『人魚姫』『みにくいアヒルの子』『裸の王様』『マッチ売りの少女』などの作者として知られる

世界的童話作家H.C.アンデルセン。日本で最も著名なデンマーク人でもあり、その童話集は

世界150ヶ国語に翻訳され、児童文学の最高峰として、今なお世界中で読み次がれています。

童話作家として知られるアンデルセンはまた、旅を愛し、切り絵の名人でもありました。ハサミ

を使って生み出された素晴らしい物語も多くの人々を魅了し、数多くの切り絵が残されてい

ます。そんなアンデルセンの物語と切り絵の世界へ旅してみましょう。

feature特集

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。

も っ と 知 り た い …

アンデルセンの本

Hans Christian Andersen's fairy tales & Paper Cuts.

国際アンデルセン賞受賞画家ドゥシャン・カー
ライが、挿絵をつけたアンデルセンの全集。緻
密な線と色彩が織りなす、壮大で魅力あふれ
るイマジネーションの世界へ。

アンデルセン童話全集
〈全3巻〉

ロイヤルコペンハーゲンの
アンデルセン童話プレートを
3名様にプレゼント！

Hans Christian Andersen（1805-1875）

富士川・切り絵の森美術館
山梨峡南地域にある富士川クラフトパークは、庭園や自然観察、バーベキュー、カヌーなどのア

ウトドアが満喫できる広大な自然公園で、その一角にある富士川・切り絵の森美術館は、3つの

ギャラリーからなる希少な切り絵専門の美術館。国内外の一流切り絵作家の常設展示のほか、

多彩な企画展や切り絵体験教室など、切り絵の世界をじっくりと堪能できる。

●開館時間／〈10月～3月〉10:00～17:00・〈4月～9月〉9:30～17:30
　　　　　　 入館は閉館30分前まで
●休 館 日／水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（2017年12月25日～2018年1月3日）

●入 館 料／〈常設展〉一般500円・小中学生200円
●アクセス
　　・新宿駅〈JR中央線〉→甲府駅〈JR身延線〉→「下部温泉駅」下車
　　・新横浜駅〈東海道新幹線こだま〉→三島駅〈JR東海道線〉→富士駅〈JR身延線〉
　　　「下部温泉駅」下車　＊下部温泉駅よりタクシーで約5分

　　・中央道〈双葉JCT〉→中部横断自動車道経由〈六郷IC〉→R52号経由約15分
　　・新東名高速道路〈新清水IC〉→R52号経由約50分

http://www.kirienomori.jp/蒼山日菜「櫻シャンデリア」

企画展
ペーパーレストランinやまなし
紙の力・紙を使いこなしたアートの世界
10月7日（土）～12月24日（日）

紙を調理〈切る・折る・貼る・

組み立てる〉し、「おもてなし」

する「ペーパーレストラン」で

ペーパーアートの素晴らしさ・

楽しさをご堪能ください。

電
車

車
●H.C.アンデルセン〈著〉　●カミラ・シュタンツロヴァー〈イラスト〉
●天沼 春樹〈訳〉　 ●西村書店〈2012〉

月が孤独な青年に語りかける…「絵のない
絵本」はアンデルセンの他の童話とは一線を
画す不思議な作品。岩崎ちひろのモノトーン
の挿絵とともに綴られた三十三の掌編集。

絵のない絵本（若い人の絵本）

●H.C.アンデルセン〈著〉　●岩崎 ちひろ〈イラスト〉
●山室 静〈訳〉　 ●童心社〈1966〉

アンデルセンの生き方に興味を抱いた人気
作家マイケル・ブースがアンデルセンの旅の
足跡を辿りながら、時にはシニカルに、ユーモ
アたっぷりに、人間アンデルセンに迫る。

ありのままのアンデルセン
ヨーロッパ独り旅を追う

●マイケル・ブース〈著〉　●寺西 のぶ子〈訳〉　 ●晶文社〈2017〉

アンデルセンの物語を切り絵で楽しむ…。
昨年他界した人形作家の太田拓美氏が紹
介する切り紙の実用書。133点の作品を型
紙付で収録。

おとぎの国を楽しむ

アンデルセンの切り紙

●太田 拓美〈著〉　 ●誠文堂新光社〈2009〉

アンデルセンは最下層の靴修理職人の家に生まれ、

極貧の幼少期を過ごした。大好きな芝居も貧しさゆえ

に劇場に入ることができず、ビラ配りと親しくなり、なん

とか覗かせてもらっていた。「貧乏人は死ぬことでしか

救われないのでは？」そんな貧困のなか友達にも恵まれず、いつも独り遊びをしていた少

年期。自ら空想の世界に没頭するうちに、作品の下地がつくられたのだろうか。

アンデルセンの物語がグリムやイソップの

童話と根本的に異なるのは作品のほと

んどが最初から子供のために書かれた

創作、つまりオリジナルという点です。ア

ンデルセンは、単なるおとぎ話や説話だっ

た物語を文学の一ジャンルに昇華させ、

児童文学という新たなジャンルの創始者

とも言えるのです。彼の作品に影響を受

けた作家や芸術家は数知れず、人種や

宗教、思想を超えて、今なお世界中で読

み継がれています。アンデルセンの物語

と人物をより理解できる、そんな一冊をご

紹介します。

BOOKS

度重なる失恋の

痛手から結婚を諦め、

生涯独身を通した

アンデルセン。ラブレター代わりに〈自伝〉

を贈ったというのは有名な話で恋の逸話

も尽きない。過度な心配症で、傷つくこと

を恐れて、失恋すると旅に出た。旅が不

便で危険な時代に生涯29回の外遊をし

ている。旅での体験を綴った自伝的小説

『即興詩人』はもとより

旅先での経験が

多くの物語に

織り込まれている。

「旅することは
　生きることだ」

アンデルセンは身近な紙を使って、しばしば切り絵を披露していた。童話を語りながら、

下画も描かずにさまざまなモチーフを切り出し人 を々魅了した。残されている切り絵は

1500点にも及び、いずれもユニークで想像力とユーモアが感じられる。また言葉が通

じない旅先では、心を通わすための貴重なコミュニケーションの手段となった。アンデ

ルセンの物語も切り絵を通してみると

より深く理解できるのかもしれない。

「彼は人を魔法のように引きつけ、
　目も耳も彼の方だけに向けられた…」

「死んでいません」と書き置きして眠りについた心配性のアンデルセン。多くの作品で

「死」が象徴的に取り上げられている。辛い幼少の体験から「死」を「救い」と捉え、

悲観的にではなく、魂の救済ともいえる旅立ちとして描かれた。自らの死の直前には、

葬式の際の音楽を、子供たちの小さな歩みに合うリズムにしてほしい…と言い残したと

されている。子供を気遣った、いかにもアンデルセンの生涯を締めくくるにふさわしい言

葉。4月2日の誕生日は「国際子どもの本の日」に指定されている。

「人生は最高のおとぎ話です」

●40歳のアンデルセンが
　恋をした25歳の歌姫イェニー・リンド

●1872年、イギリスで出版されたアンデルセン童話集と
　挿絵画家エリナー・ ヴェレ・ボイル （1825ｰ1916）親指姫の挿画。

デンマークを代表する童話作家、詩人。

フュン島・オーデンセの貧しい靴職人の家庭に生まれ、

少年期にコペンハーゲンで歌手・俳優を志すも挫折。その

後、高校へ進学し、文献学・哲学を学ぶ。在学中に『ホル

メン運河からアマール島東端までの徒歩旅行（1829年）』

を発表。失恋を癒やすために2度目のイタリアに旅立ち、

その体験をまとめた自伝的小説『即興詩人（1835年）』を

　　発表する。同年、初の童話『童話集』を発表。度重なる

　　　　失恋から結婚を断念し、その後も独身を貫いた。

　　　　　　貧困と多くの挫折、旅の体験から生み出

　　　　　　　　　された物語は160編以上におよぶ。

　　　　　　　　　　また、生涯29回も外遊した無類

　　　　　　　　　　 の旅好きとしても

　　　　　　　　　　知られている。

●アンデルセン作品初の日本語訳は1886年（明治19年）の「王の新しき衣裳（裸の王様）」とされ、
　英語教科書からの重訳でROMAJI ZASSHIに紹介された。アンデルセンが日本で広く知られるように
　なったのは、1902年に森鴎外がドイツ語から翻訳した「即興詩人（1835年）春陽堂刊」の影響が大きい。
　　またデンマーク語の原典からの初翻訳としては大畑末吉によって、アンデルセン童話集（1938-）が
　　 刊行されている。

●アンデルセンの切り絵
　デザインの切手

アンデルセンの切り絵で楽しむ！

自筆の手紙や日記、原稿、切り絵、

翻訳された作品など貴重な資料とと

もにアンデルセンの生涯を紹介。

アンデルセン博物館（オーデンセ）

Hans Christian Andersen Museum

アンデルセンが2歳から14歳まで暮ら

していた家。住居面積わずか18m2。

アンデルセンの生家（オーデンセ）

「貧乏人は死ぬことでしか
 救われないのでは…」

貧困生活 死と救い

恋と旅

H.C. Andersens Hus

Denmark

コペンハーゲン
オーデンセ

1 2

オーデンセの
街に点在する
物語のモニュメント。

●空飛ぶトランク●羊飼いの娘と
　煙突掃除人

●しっかり者の錫の兵隊

●人魚姫

●三位一体像　　　
　影、即興詩人、旅の道連れの　　

　3つの作品がモチーフ。

●聖クヌート教会裏アンデルセン公園の
　アンデルセン像

訪 ね て み た い …

アンデルセンの故郷

●野の白鳥

●アンデルセンが眠る
　アシステンス墓地

●ラディソンホテル前の
　アンデルセン像

フュン島
シュラン島

H.C. Andersen Fairy-Tale House
アンデルセン博物館（コペンハーゲン）

●人魚姫の像

切り絵

The HC Andersen's House 
of Fairy Tales in Odense
2020年にオーデンセの中心部に新たにアンデルセン博物館・庭園・
ティンダーボックスと呼ばれる子供のための文化施設が誕生予定。

〈デザインは新国立競技場を手がけた隈研吾氏〉

簡単な切り絵をひとつご紹介します。

A
B

C
山

折り

谷折り

山折り
60度角

①正方形の紙を用意して
　対角線に二つ折り〈A〉します。

②さらに二つ折りした中央を起点にそれぞれ60度角
　で片方を谷折り〈B〉、もう一方を山折り〈C〉に。

③折り上がった紙に〈型紙A〉をaの角で重ねて
　型紙に沿ってハサミやカッターナイフを
　使ってカットします。

〈型紙A〉
〈型紙B〉

④切った紙を半分（二つ折り）→
　の状態に開いて、〈型紙B〉
　に合わせて中央の水色の
　絵柄を切り抜きます。

⑥

仕上がった切り絵は
オーナメントやモビールとして
も楽しめます。

A

a

a

⇒

※型紙は好みの大きさに
　拡大してください。

※吊り下げる場合はこの部分→
　も切り抜いてください。

●芝生ギャラリー
●10:00～17:00（水曜休館）
●企画展入館料／
　一般700円・小中学生300円 秋山美歩：神になった動物たち  2016年



北欧建築の巨匠・

アルヴァ・アールトの自邸を

モチーフとした

控えめで温かみのある印象的な外観。

木質感あふれる室内空間は

光と風に抱かれて

ゆったりとした開放感へと誘ってくれる。

建物全体に満たされた

心地いい空間づくりが

3世代の快適な暮らしを支えている。

4

■敷地面積／163.29m2（49.30坪）

■延床面積／145.61m2（44.04坪）

■1階面積／  78.29m2（23.68坪）

■2階面積／  67.32m2（20.36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

スペシャリストが結集して完成。

理想の住まい〈アーキペラーゴ〉。

高機能オーダーメイドデザイン住宅〈アーキペラー

ゴ〉のT邸。建築家・インテリアコーディネーター・

構造技術スペシャリスト・ハウジングディレクターから

なるプロジェクトチームが総力をあげて住まいづくり

に取り組み、住宅のデザイン・機能両面で想いに

応えてくれる。「たんなる営業トークではなく、終始、

気軽に相談できる雰囲気と、要望にしっかりと対応

　

いただいて、スムーズに自分たちのペースで進めら

れ楽しい住まいづくりでした」と語るTさんご夫妻は、

シンプルで木のぬくもりに抱かれた開放的デザイン

と一年中快適な室内にすっかり満足のご様子。住

まう人の想いから描かれた暮らしの風景。そこには

家族の心地いい充足感と笑顔があふれている。

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

ぬくもりに抱かれ
アールトの建築ロジックが息づく
３世代の快適空間。

開放感と快適な暮らしを支える

際立つ住宅性能。

神奈川県 T邸
Open feeling & Human modernism

3

S t a f f  V o i c e
北欧インテリアのショップに、お勤め

だった奥さま。そのセンスをしっかりと

活かせるような住まいづくりを心掛けま

した。Tさんご夫妻の住まいに寄せる

想いがはっきりしていたので住まいづく

りもスムーズに運びました。完成した

住まいにご満足頂けたことが、何より

うれしい限りです。ありがとうございました。

⑥

シンプルであたたかみある

ゆとりの開放空間。

アルヴァ・アールトにリスペクトされて、アールトの自

邸を参考にシンプルで飽きのこない住まいにしたい

と希望されたTさん。スクエアなキューブスタイルで

ツートン仕上げの外観は、控えめながら温かみが

あって上品。室内は白い壁面に木質感溢れるオーク

の床材が心地いい。家族が集う共有スペース20畳

超えのLDKは吹抜がゾーニングされ、抜群の開放

感を演出している。さらに100インチTVも余裕の長

さ4mのオーダーカウンター。心地いい開放感で自

ずと3世代のコミュニケーションも華やぐ。これからの

暮らしを見据えた空間づくりと、仕上げられた空間が

さらに暮らしを豊かにしてくれる�――そんな家族それ

ぞれの想いが住まいに満ちあふれている。

ダイニング

和室

小屋裏収納

UP 犬スペース

キッチン

フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

玄関 バルコニー

DN
小屋裏

子ども室

リビング

ポ
ー
チ

洗面室
寝室

抜群の開放空間。その心地よさを支えているのが、

優れた住宅性能。際立つ高気密・高断熱・高遮熱

性が、季節を通して広い空間を快適に保っている。

1階全面の蓄熱式温水床暖房が真冬でもヒート

ショックのないやさしい暖かさで室内全体を包み込

み、真夏は優れた遮熱性によってエアコン1台でも

十分快適に過ごせる。2×8ダブル遮熱の屋根だ

からこそ可能な小屋裏のロフト収納など、開放空

間を支えているのは高い住宅性能に他ならない。

また採光に優れた室内は、窓からの自然光だけで

昼間は照明要らず、夜は最適な照明プランが

過不足なく室内を灯してくれる。もちろん光熱

費も軽減できて、家計にもやさしい住まい。

吹抜と大きな樹脂窓で採光と開放感を演出。寝室からの内窓も設置。

オープン階段のあるリビングには長さ4mのオーダーTVカウンターと飾り棚を設置。

オール電化仕様のペニンシュラ型のオープンキッチン。天井や床のオーク材でナチュラルな雰囲気で家族の笑顔が絶えない。

木の風合いを活かしたナチュラルシンプルな雰囲気の洗面室。

アールトの自邸をイメージさせるスクエアなキューブスタイルのツートンの外観。
親水機能付きのセルフクリーニング外壁材（シーリングレス）を採用。

11.5畳の広い小屋裏収納雨の日に便利な2階インナーバルコニー

2階吹抜ホールは自然光だけで明るい3面採光。Tさんお気に入りの場所。

シーリングファンが映える淡いグレーの吹抜の天井は
開放感抜群。階段下の以前から使っていたソファは

ワンちゃんお気に入りのスペース。
フロア全面に施された蓄熱式温水床暖房で冬も快適。

子ども室

寝室

吹抜

パントリー

SIC

DN

UP

河合　祐助
Kawai Yusuke



北欧スイーツキッチン 「モカの毛糸」という意味で、さっくりとした食感のスウェーデンのお菓子です。
本来はジャガイモの粉を使いますが、今回は身近な片栗粉で代用しています。
モンブラン用の口金のほか、他の型に代えると、いろいろな形を楽しめます。

若手ボクサーの必死な姿に感動をおぼ

え、膨大な時間とともに作り上げられる切り

絵と対極にある3分間の激しい輝きが魅

力的なのだとか。もしかすると蝶や花など

切り絵のモチーフ同様に、ボクシングの3

分間の戦いには、生命の輝きと儚さが凝

縮されているからなのかもしれない。

　展覧会や教室、メディアでの活動にも

精力的に取り組み、昨今の切り絵のブー

ムを牽引してきた蒼山さん。だが日本で

は未だにアートとしての評価は高くない。

時には謂れのない非難や嫉妬に困惑す

ることもあったが、息子さんの言葉に励ま

されながら、振れない強さとアーティスト魂

で自分の世界を表現してきた。現在は活

動の拠点を日本に移し、じっくりと作品づ

くりに取り組みたいと、モチーフも新たに、

新作に取り組んでいる。またセラミックデ

ザインアートやシルクサテンのリボンなど、

様 な々コラボレーション展開も進行中だ。

蒼山さんの作品は富士川・切り絵の森美

術館に常設展示されているので、ぜひ一

度、その魅力に間近で触れてもらいたい。

また興味をお持ちの方は、随時開催され

ているレース切り絵教室で切り絵に挑戦

してみてはいかがだろうか。

　切り絵との出会いをきっかけに、人生を

輝かせた蒼山さん。その切り絵に恩返し

するように切り絵の世界をより深く、魅力

的に表現し続けている。気軽にもっと多く

の人に、作品に接してもらいたいからと、

今は小さな私設美術館をつくるのが夢

だと語る。切り絵アートがこれからどのよう

な世界を見せてくれるのか楽しみだ。
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個人情報保護シート

個人情報保護シート

蒼山 日菜さん第38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。

1970年横浜生まれ。2000年よりハサミのみで
作りあげる切り絵を始める。Charmey美術館

（スイス）開催の第6回トリエンナールPaper Art
で初出品・アジア初のグランプリ獲得をはじめ、
数多くの賞を受賞。独自のスタイルと究極の技
で〈レース切り絵〉という新たな世界を築く。
『シルク・ドゥ・ソレイユ3D 彼方からの物語』の
日本版ポスター他、TV、ラジオ、映画、書籍、雑
誌などに多数出演。2010年ニューズウィークの

「世界が尊敬する100人の日本人」に選出。
オスカープロモーション所属。

［所蔵］
●富士川・切り絵の森美術館
●Musee des Miniaturesミニチュア美術館（フランス）
●タイ領事館（ジュネーヴ）　他

［著書］
●レースの切り絵（河出書房新社）
●あなたにもできる蒼山日菜レースの切り絵（角川学芸出版）
●すぐ作れる図案付き蒼山日菜レース切り絵（講談社）
●世界を旅するレース切り絵（ブティック社）
●蒼山日菜のおしゃれ手づくり生活（玄光社）
●ディズニーレース切り絵シンデレラ（KADOKAWA）　他

http://aoyamahina.com/

決意をした蒼山さん。幼い頃から描くこと

が好きだった蒼山さんは、その絵心を切

り絵との出会いによっていっきに開花させ

た。独自の感性と類稀なテクニックで出

品作品が次 と々受賞を果たし、〈レース

切り絵〉と呼ばれる独自の世界を創り上

げた。コンセプトからイメージを描き出し、

音楽を聴きながら指の感覚だけでリズミカ

ルに切り絵に仕上げてゆく。作品はいず

れもモノクロームだが、不思議と冷たさを

感じさせない。それは紙に託された曲線

の連なりが微妙なリズムと立体感を描い

ているからだろうか。あるいは流れるような

紙のラインが律動（1/fゆらぎ）を秘めてい

るからなのかもしれない。切り絵に込めら

れた思いや色彩は見る人に想像してもら

いたいと、あくまで作品の捉え方も受け手

の心に委ねている。

　切り絵との出会いによって、夢中になっ

て余計なことを考えなくなったり、仕上がっ

たときの充実感で、前向きに生きるきっか

けをつかむ人も多い。また切り絵の楽しさ

を知った子供たちは、心の安定や自信、

学習への集中力も高められ、いじめや不

登校など子供をめぐる様 な々問題の解消

も大いに期待される。自らがそうであったよ

うに、心の傷や歪みが癒され、幸せのきっ

かけを掴んでもらえたらと、切り絵の精神

療法的アプローチにも可能性を感じてい

る。そんな蒼山さんが切り絵以外で、もっと

も夢中になっているのがボクシング観戦。

　

　一本のハサミを使って紙に独創的世

界を切り描いてゆく�――切り絵作家の

蒼山日菜さん。その作品は緻密かつ繊

細、詩情にあふれ幻想的。集中力と超絶

のテクニックから生み出された、まさに“か

み技”ともいえるアートに、見る人の切り絵

という概念はすっかり覆されてしまう。花、

蝶、妖精、ヴォルテールの書などのモチー

フひとつひとつには、蒼山さんの自然や人

への思いが込められ、心の琴線に響く不

思議なチカラを宿している。

　切り絵との出会いは、スイスの国境に

近いフランスの街。フランス人の夫との

異国での暮らしは、様 な々試練にも見舞

われ、塞ぎ込むことも多かったという。そ

れを救ってくれたのがひとり無心になれる

切り絵だった。しだいに切り絵に没頭し

てゆくなかで、初出品した作品がフランス

の展覧会で入選する。「この作品を見

ていると元気になれるからぜひ譲ってほ

しい」という女性からのひとことが転機に

なって、その思いに恥じない作品をつくり

たい。と、プロの作家として歩み始める

　

❶バターは1cm角に切り、冷蔵庫で冷やしておく。フード
　プロセッサーに薄力粉、片栗粉、砂糖、ココアを入れ、
　バターを加えて細かくそぼろ状になるまでカットする。

❷①にコーヒーとバニラエッセンスを加え、ひとまとまり
　になったらフードプロセッサーから取り出し、ビニー
　ル袋に入れて冷蔵庫で約30分休ませる。

❸モンブラン用の口金を付けた絞り袋に②の生地を
　入れ、オーブンシートを敷いた天板にひと口大に絞
　り出す。

❹180℃に温めたオーブンで約12分焼く。
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●蒼山さんの定番〈妖精〉の作品

●美濃焼に展開された
　切り絵のセラミックデザインアート　

●発売後すぐに完売したユニクロとの
　コラボTシャツ「みにくいアヒルの子」

●浮世絵の女性をモチーフとした新作

卓上調理の心強い味方！

照明で空気をキレイに！
照明×空気清浄〈クーキレイ〉

WELL-DO Check!!

食欲の秋、お鍋や焼肉、たこ焼きなど、さまざまな卓上調理器が活躍する季

節です。でも煙やニオイで部屋が汚れるから卓上調理はしたくない…そん

な方にぜひおすすめしたいのが空気を清浄するダイニング照明cookiray

（クーキレイ）です。ダクト工事も不要で、照明だけで気になる油95％・ニオイ

80％をカット。ダイニングの空気清浄機能で、調理の幅も大きく広がります。

レンジフードのトップブランド〈イーノイーノ〉の新発想から生まれた空気清浄

機能付ダイニング照明。独立した4つのフィルターが煙・油・ニオイをしっかり

キャッチ。9つのデザインからライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

只今、秋のキャンペーン開催中！　お得なこの機会をお見逃しなく。 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○モッカニースタン

作り方

切り絵作家

材  料（約25個分）

・薄力粉
・片栗粉
・ビート甜菜糖
・ココアパウダー（無糖）
・無塩バター
・濃く抽出したコーヒー
・バニラエッセンス

110g
50g
35g
3g

100g
小さじ2

少々

36

●お問い合わせ・ご相談・ご購入はお気軽に。

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。2017AU

Staff Hot news
スタッフ通信

2017
Autumn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、ホームコンサルタントの山口 一生さん

　今年から注文新築住宅の営業に抜擢

された山口さん。以前はリフォームのプロ

フェッショナルとして、建築や素材・商品の

豊富な知識とデザインセンスを活かした

おしゃれなデザインリフォームを得意とし

ていた。その能力を買われてリフォーム

から新築住宅へ。建築や素材・設備など

の専門知識はもちろん、建築家を交えて

ゼロから築き上げてゆく新築住宅には、

トータルコーディネイトが求められる。まだ

日も浅く、業務に慣れるまで、多少の時間

は必要かもしれないが、若手のホープと

してこれから大いに期待されている。

オフタイムにはアスリートとして、身体を動

かすことが好きな山口さん。学生の時は

野球やバスケットなどの球技、現在はラン

ナーとして、横浜マラソンや湘南マラソン

など、何度もフルマラソンに出場している。

タイムは自慢できる数字ではありません。と

あくまで謙虚だが、二日酔いの翌日でもフ

ルマラソンを完走する…そんな強靭な体

力には、だれもが驚かされる。仕事が忙

しいと、なかなか時間がとれないものの、

自宅近くの緑豊かな神田川沿いが定番

のトレーニングコース。桜や新緑、紅葉、

冬枯れなど、四季折 に々変化する景色の

中を走るのが楽しみだという。走ることに

はちょっと自信がないという方でも、健康

維持とダイエットを兼ねて、ウォーキングは

おすすめですよ。という山口さんは独身。

現在一緒に走ってくれる恋人募集中！！

　日々 全力疾走で新たな業務に取り組む

なかで、お客さまの夢がいっぱい詰まった

新築住宅――その夢をお客さまとともに

カタチにして、ご満足いただける良い仕

事ができれば、何よりうれしいと語る山口

さん。持ち前の体力と誠実さで、仕事もプ

ライベートも常に完走を目指す。

プロフィール

●趣　味：マラソン、ジョギング

●好きなもの：卵かけご飯

●仕事のモットー：
　いつもお客さまを中心に考え、正直でありたい。

●レース切り絵でつくる絵本の世界
――そのまま切れる図案付き

絵本から抜き出した素敵な場面を図案集に。
図案集付きなので、すぐに始められる。

（河出書房新社）

←口金の形で毛糸状の模様も変わります。

＊協力／自然焼菓子工房roco

innoinno
cookiray（クーキレイ）
商品定価￥59,000（税別）～

（取付工事費等は別途です）

●山口さんが手掛けたデザインリフォーム

●湘南マラソンに参加
　した山口さん（左）

 Mockanystan

空気清浄照　明 ×

ダイニングの明るさを
自由にコントロール
ダイニングの空気を快適に保つ

WELL-DO読者の皆様には

特別価格にて
ご提供中！

秋のキャンペーン開催中！
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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31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11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。

ロイヤルコペンハーゲンから1975年に限定発売
されたヴィンテージのアンデルセン童話プレートを
3名様にプレゼント!
●サイズφ19cm●デザインPauline Ellison 
※プレートの絵柄についてはお任せになります。
※アンティークですので、経年による多少の傷みはご了承ください。

■応募締切2017年11月10日必着
■発表は発送（11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70％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

貧しい靴職人の息子から世界的な童話作家となったアンデルセン。

しかし、その波乱万丈な生涯や切り絵の名手であったという芸術性は

あまり知られていません。2017年、日本はアンデルセンの出身国であ

るデンマークと国交樹立150周年を迎えました。これを記念してデン

マークのオーデンセ市立博物館収蔵のアンデルセンに関する資料

約30点を展示します。アンデルセンの辿った人生の光と影を知り、

美しい童話に秘められた教訓

や人生観、命に対する深いメッ

セージをぜひ感じてください。

日本・デンマーク国交樹立150周年記念

空想の旅人 アンデルセン展

2017.8.26［土］～10.22［日］
狭山市立博物館
●開催時間／9：00～17：00
     （入場は16:30まで）
　＊毎週月曜日休館
　（ただし祝日の場合は開館）

●入館料（当日・消費税込）
　一般150円、大学・高校生100円、
　小・中学生無料
　＊各種障害者手帳提示で付添1名まで無料

●アクセス
〈電車利用〉
・西武池袋線「稲荷山公園駅」より徒歩3分
・西武新宿線「狭山市駅」西口より「稲荷山公園駅」行きのバス利用
　終点下車徒歩3分

〈お車利用〉
・圏央道「狭山・日高IC」から3キロメートル（約15分）
・関越自動車道「川越IC」から6キロメートル（約20分）
・駐車場100台完備 ※隣接公園の駐車場をご利用ください。

●お問い合わせ／04-2955-3804
●http://sayama-city-museum.com/

都筑区民まつりに協賛・参加します都筑区民まつりに協賛・参加します

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

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。

地域の皆さまとの交流、そして区民のイベントを盛り上げたい、そんな

思いで今年も〈都筑区民まつり〉に協賛・参加します。華やかなステー

ジパフォーマンスや模擬店でにぎわう、大人からお子さんまで楽しめる

市内最大級のお祭りです。フリーマーケットでは、例年同様に、ワーク

ショップやレアものグッズの即売コーナーも予定しています。ジューテッ

クホームのブースで皆さまのお越しをお待ちしております。ぜひ、ご家

族そろってお出かけください。

ご質問・ご相談はお気軽に！
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

日時

会場

2017年11月3日（祝）10：00～15：00

センター南・北駅周辺、みなきたウォーク

昨年の
会場風景

これまでのご愛顧・ご支援への感謝の思いを込めて、WELL-DO読者の皆さまにご紹介

キャンペーンを開催いたします。ご紹介していただいた方だけでなく、ご紹介で注文住宅・

リフォームされた方にもお得な特典をご用意しました。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。

ジューテックホームのグループ企業〈ジューテックホールディングス（株）〉
が9月5日、東京証券所におきまして、一部上場いたしました。
ジューテックホームのグループ企業〈ジューテックホールディングス（株）〉
が9月5日、東京証券所におきまして、一部上場いたしました。

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。

ご紹介いただいた方がご成約の場合、
金額の2％相当（上限は10万円です）の
全国百貨店共通商品券を進呈。

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。

●即売コーナー

●木工教室

ご紹介キャンペーン開催中！

注文住宅 リフォーム

ジューテックホールディングス

「東証一部上場」記念 
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