SPRING-2018 Vol.46

快適生活情報誌 4%.s[$

feature特集 Sustainable

cities in Scandinavia

北欧

新しい街のカタチ b 持続可能なモノづくり

我Lが
家の快適
iving inspection

日和

シンプルな寄棟スタイルの気品、
快適な機能美が誘う心地いい住空間。
Open feeling & Daintiness

B

MUSI
C
M

第40話

OOK

❊神奈川県・K邸

TOKYO CORK PROJECT主宰
株式会社GOOD DEAL COMPANY 代表

北 村 真 吾さん

フィーカの小箱

OVIE

Scandinavian culture BOX

Staff Hot news

スタッフ通信 ❉2018 Spring

北欧スイーツキッチン

38 アンブロシア バーケルセ
北欧のおいしいお菓子○

WELL-DO Check!!
おしゃれな多機能宅配ポスト!

bobi Cargo（ボビ カーゴ）
Information ❉ FILE×ジューテックホーム
家具と建物の華麗なコラボレーション。
Exhibition ❉ 至上の印象派展 ビュールレ・コレクション
P r e s e n t ❉ Marimekkoのマグカップと
TOKYO CORK PROJECTのコースターを
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Sustainable cities in Scandinavia

豊かな自然と市民農園が融合したユニークな住宅街。

Eco-Viikki

北欧

エコ・ヴィーッキ（フィンランド）

ヘルシンキ北東約8kmの一帯に広がる
〈エコ・ヴィーッキ〉
。
1132haの面積のうち840haが森・公園・レクリエーション地

新しい街のカタチ b 持続可能なモノづくり

区で、
一部は自然保護地域にも指定されています。住居・
学校・幼稚園・福祉施設はいずれも環境に配慮され、
全世

フィンランド
エコ・ヴィーッキ

ノルウェー
スウェーデン
オスロ

ストックホルム

ヘルシンキ

帯で水道光熱費を約20％節約。世帯ごとに一定の土地
が畑として管理され、
生活に必要な野菜が栽培されてい
ます。緑豊かな自然環境と徹底されたエコ対策によって、
新しい街づくりの試みが進行中です。

ロイヤルシーポート

ハンマビー・ショースタッド

ゴットランド島
ヴィスビー

将来の環境や次世代の利益を損なわないで、持続
可能な社会の発展を進めようとする理念。1987年に
国連の「環境と開発に関する世界委員会」による
「わたしたち共有の未来」と題する報告書において
「持続可能な開発（Sustainable Development）」
という概念が提唱されました。近年は、都市計画から
建築、農業、林業、様々なモノづくりやサービスなど、
その考え方は社会全体へと広がりをみせています。

デンマーク
コペンハーゲン

世界初カーボンニュートラルの
首都へ向けて。

マルメ

ウェスタンハーバー

Copenhagen

●ハンマビー・ショースタッド

サスティナブルという言葉を、
最近よく耳にします。
「持続可能な社会の発展」を意味し、
将来の環境・資源などに配慮しながら
環境・人・社会にやさしい持続可能な未来を実現しようという試みです。
そんなサスティナブルな社会の実現に向けて、
いち早く取り組んでいる
北欧の街をご紹介します。

サスティナブル・シティ先駆けの都市計画。

Hammarby Sjöstad
ハンマビー・ショースタッド（スウェーデン）

ストックホルムの南東にある美しい水辺の街〈ハンマビー・ショースタッド〉臨海地区。サス
ティナブル・シティの先駆けとして、
環境負荷を1990年代中頃の半減を目標に、
土地利用・

緑豊かな環境先進都市。

コペンハーゲン（デンマーク）

Western harbour

ギーでまかなうという目標を掲げ、
同時にサスティナブルに

Malmö

2050年までにエネルギー供給の100%を再生可能エネル
よる市民生活の質の向上も目指しています。風力・太陽光

マルメ――ウェスタンハーバー（スウェーデン）

発電の活用、
全市にほぼ普及している地域暖房とともに、

中世の雰囲気漂うスウェーデン第3の都市マルメは、
環境

地域冷房の導入、
バイオガスで走るバスの導入、
建築物

先進都市としても脚光を浴びています。海に面したウェ

や住宅のエネルギー改修など、
さまざまな取り組みが行わ

スタンハーバー地区は、
最先端の環境技術を取り入れた

れています。
「世界で一番自転車にやさしい街」を目指し

高層ビル〈ターニング・
トルソ〉
をシンボルとした緑豊かな

コペンハーゲン市民の市内の通勤通学には63%が自転車

環境づくりとともに、
電力の100％が再生可能エネルギー

を利用。自転車の様々なインフラも充実しています。
またプ

でまかなわれ、車の燃料には食品廃棄物からつくられた

ラスチック製ボトルやガラス瓶、
缶はデポジット制を採用し、

バイオガスも利用されています。
またアウグステンボー地区

デンマーク全体での回収率は90%に迫っています。

では、
市民と企業が協力して、
防災用水路の整備と緑化

交通・建築・エネルギー・水と汚泥・ゴミなど、
それぞれに明確な目標を掲げて実現を目指

●アマーガービーチパークの風力発電

が進められ、
エコ・シティとして注目されています。マルメ

しています。ストックホルムでは慢性的な住宅不足に陥り、
かつては荒れた港や工場の汚

は自転車に優しい街としても知られ、
470kmにおよぶ自転

染地帯だった同地区の再生計画に乗り出しました。行政の建設部門・環境部門のほか、

車専用レーンをはじめとしたインフラの整備も進み、
通勤・

部署を超えたプロジェクトチームが中心となり、
自然循環型の街づくりがスタートします。街

通学手段として自転車の利用が約4割を占めています。

はエネルギー、
廃棄物、
水質の管理などトータルな環境対策がなされ、
最大の特徴は、
環
境目標の75％が、
事前に建築物やインフラに組み込まれていること。つまり、
住人は環境を
強く意識しなくても、
ルールに沿って暮らすだけで、
環境目標の75％が達成できる街づくり
がなされています。サスティナブルな暮らしが自然に実現できる街づくりは魅力的です。

脱化石燃料&ウォーカブルシティ。

Royal Seaport

ロイヤルシーポート（スウェーデン）

●The Bicycle snake
（長さ235mの自転車橋）

スウェーデンで一般的な住宅〈パッシブハウス
（暖房のためのエネルギーをほとんど使わ

世界初カーフリーの首都誕生へ。

Oslo

ない住宅）
によるゼロエネの先をゆくプラスエナジー住宅
（使用するエネルギーを上回る
創エネ住宅）
〉
を大規模建設中。建築会社や施工管理者など、
すべての関係者がサスティ
ナブルの共通意識を持って取り組んでいます。建築材はすべて化学物質フリーのものだ

オスロ（ノルウェー）

中心部3km圏内への自家用車の乗り入れが2019年までに全面禁止されるオスロ。その

けを利用し、
敷地や建物の60％をグリーンで覆うようにするなどの独自ルールによって、

大胆な試みが世界からも注目を集めています。市民にはバス・
トラムなどの公共交通機関

2030年の脱化石燃料、
そしてウォーカブルシティ
（歩きやすい街づくり）
を目指しています。

や自転車の利用が推奨され、
自由に利用できるレンタル自転車〈Bysykkel〉の普及も進

スーパーマーケットやレストラン、
公共交通機関、
幼稚園などの様々な施設と自然環境に寄

められています。
また電気自転車への補助金制度など制度面の充実も図られ、
自転車カ

り添って暮らすことで、
住民の生活はより快適になります。

フェや自転車専用ホテルも登場。賛否渦巻くなか〈グリーン・シフト〉
による環境にやさしい

循環型エコ・アイランド。

●効率的な太陽光発電の利用

Gotland Visby

街づくりが急速に進められています。
ゴットランド島――ヴィスビー（スウェーデン）

農業と夏のリゾート地としても知られているゴットランド島。すでに100％再生可能なエネル
ギーに転換し、
2025年を目標にサスティナブルな社会の実現に向けた取り組みが世界か
らも注目されています。島の電力の約21％をまかなう風力発電パーク、
木材チップやバイオ
マスなどを利用した地域暖房システムなどのインフラやリサイクル、
さらに環境教育にも重
点が置かれています。歴史の街並みを留めつつ、
これからの循環型社会を目指している
●集中管理された収集システムによるゴミの分別
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ゴットランド島の試みは、
日本のローカルエリア再生のヒントとなるのかもしれません。

●Peloton（自転車カフェ）

●Bysykkel（レンタル自転車）
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b 持続可能なモノづくり

北欧

100％ペットボトルリサイクルの椅子。

子どもに寄り添うサスティナブルなテーブルウェア。

Nobody
Chair

プラスチックではなく陶器の素材で、子どもにモノを大切に使い続けるよろこびを知ってほし

Little
Nobody
ChairKIDS

い、
という思いから生まれたヌップのテーブルウェア。いずれも自然の素材だけで、使いやす
さを考慮してつくられ、
シンプルで上品なデザインは大人になってからも使い続けられます。
3年の保証期間内は、破損してしまった商品（陶器のみ）を無償で交換（1度・1点のみ）。
赤ちゃんの器5点セット

●PETフェルト・ポリマー繊維
●W58×D71×H78cm

環境に配慮した素材、
製造工程・製品。省エネ、
リサイクル，
ゴミの削減、
適正な労働
環境など、
モノづくりに
〈つくる側〉
のサスティナビリティが求められている北欧。根底

￥52,500

にあるのは、
良いモノを永く使いたいという社会の意識とともに、
魅力的で価値ある
モノづくりの理念。
〈つくる側〉
のサスティナビリティと新しい消費のカタチが、
北欧の

100％ペットボトルのリサイクル繊維でつくられ、軽量で耐

●W42×D40×H46cm

￥21,680

Komplot Design

持続可能なモノづくりを支えています。

●ボウル：陶器・W12.5×D10×H4cm・240ml
●プレート：陶器・W14.5×D11.5×H20cm
●マグ：陶器・φ6.5×H7cm・125ml
●スタイ：PVCコットン・W29×D23cm
●スプーン：メープル材・W13×D3×H10cm

￥8,000

久性に優れた一体成型の美しい曲面を描くフォルム。接着
剤・ネジ・釘も使用されていません。スタッキング可能。

www.komplot.dk/

孟宗竹で持続可能な家具づくり。

NUPPU

Saana ja Olli

www.saanajaolli.com/

1985年にフィンランドのトゥルクに設立されたフィンランドのラグメーカー〈Saana ja Olli〉
。

www.nupputableware.com/

John Sterner

johnsterner.com/

Alexander Stutterheim（アレクサンダー・スタッターハイム）が手掛けるエコ＆ハイエン

使い古したシーツやホームテキスタイルを割いてつくられたラグ、
リサイクルコットンや

ドの融合を目指すニットアパレルブランド。大量消費社会に疑問を抱き、knitting poetry

ヨーロッパ産の麻などの素材を利用し、デザインから、プリント、裁縫、包装等の工程すべて
が地元で行われています。自然に調和するシンプル&モダンなデザインとサスティナブルを
コンセプトに時代を超えて永く愛される質の高い製品は魅力的です。

（編み物の持つ詩的な美しさ）とknitting philosophy（編み物の紡ぐ哲学)＝KNITOLOGY
のポリシーは洗練された暮らしを求める人々に支持されています。自ら保有するスウェーデ
ンの農場で育てられた羊毛が使われ、すべてハンドメイドです。

Finarte Aitta コットンラグ

●ゴットランドウール100％
●XS/S/M

￥84,000

We Do Wood Nomad Chair

フィンランド・トゥルク発の サスティナブル・ラグ。

環境に優しい〈孟宗竹〉に着目し、

住宅におけるサスティナブルは、
環境負荷が小さく、
永く
安全・安心に、
活き活きと暮らすことができる快適な住空

間の実現。つまり、
環境や人にやさしく、
住まいのエネル

ギーコストを最小限に抑え、
長寿命でメンテナンス性に
※LOHAS＝Lifestyles of Health and Sustainability

アンチドーテセーター

www.wedowood.dk

成長が早く、普通の木材よりも多く酸素をつくり出す

サスティナブル住宅について

優れた
〈持続可能なLOHAS※ハウス〉
です。

Antidote Knit

●リサイクルコットン100%
●140×200cm ￥30,000
●60×90cm ￥8,000

Sustainable Housing

feature特集 Sustainable cities in Scandinavia

環境に配慮した高品質ニットコレクション。

サステイナブル住宅の
取り組みについて。
ジューテックホーム株式会社
住宅部門チームリーダー 河合 祐助

気密性や断熱性などの省エネ性能は、
ここ10年で格段に進歩しました。

デザイン性と実用性に優れ、持続可能な家具づくりに

すでに低炭素住宅やZEHなどにも取り組んでまいりましたが、10年後

取り組んでいるWe Do Wood。
農薬・殺虫剤等が不使用の素材を、化学物質を使用せず

には住宅のスタンダードになっていることでしょう。省エネ性能は、
サスティ

仕上げにサンドペーパーと亜麻仁油が使われています。
●孟宗竹・キャンバス・レザー ●H69×W62×D65×SH33cm・4kg

ナブル住宅の一面に過ぎません。環境負荷を少なくすることはもちろん

€900

ですが、
「永く快適で暮らしやすい住まいづくり」が大切だと考えてい

こころときめく持続可能なデザインと普遍的な機能美。

Marimekko

「アパレル業界は石油業界に次ぐ世界で2番目の環境汚染源だ」とさえ言われるファッショ
ン業界にあって、常に環境と人を尊び敬う理念が貫かれているMarimekko。着心地と効果的
な布地の活用など、機能的ファッションとともに20世紀から女性の解放や環境、廃棄主義に
も警鐘を鳴らし、
こころの豊かさを提唱。そのスタイルは決して流行に左右されない持続可
能なデザインと普遍的な機能美で、理念は多くのデザイナーにも影響を与え続けています。
サスティナビリティに優れたアパレル4社（Forbes紙）やサスティナブルなワードローブ3ブ
ランド（Copenhagen Fashion Summit）のひとつにも選ばれています。

セカンドスキンのような履き心地。

Nudie Jeans

スウェーデン発オーガニックデニムブランド。オーガニックコットンを使用し、植物由来の天
然インディゴで染色、昔ながらの織機で手間をかけ丁寧に作り上げられています。フェアト
レードや適正な労働環境の提供、さらにリペアサービス、セカンドハンド商品の再販、
リサイ
クルなど徹底した持続可能な製品づくりが貫かれています。長くはき込めばはき込むほど、
肌になじんで味わいを増すセカンドスキンのような風合いは魅力的です。

ます。重要なことは、お届けする住宅の構造やインフラによって、
オー

エコで遊び心のある高品質な子供服。

Papu Design

ナー様の無理を強いることなく、普通の暮らしを続けることで、
自然にサ

スティナビリティに貢献できる住まいであることです。幸いにも環境意

Anna Kurkela（アンナ・クルケラ）によって、2012年にフィンランドで生まれたライフス
タイルブランド。環境に配慮した認証オーガニックコットンを使用し、スタイリッシュで遊び心
に溢れています。長く着続けられる誠実な製品づくりと徹底した品質管理で高品質なアイ
テムを生み出しています。

papustories.com/

〈エコテックススタンダート100〉認証。

Dungas Dress Melanged gray

EVERBLACK

これからもオーナー様とともに住まいづくりに取り組んでいけたらいいで
すね。また住まいづくりにおいても、
グレーエネルギーの低減や廃棄物
の削減・ゴミ分別など、会社として日常的に取り組んでいますが、
いっそ

ダンガリー素材ドレス

www.marimekko.jp/

識の高いオーナー様にも恵まれ、
その思いを共有いただいています。
〈永く快適に暮らす＝サスティナビリティ〉
そのより高い域に向かって、

うの努力が必要だと感じています。

●オーガニックコットン95%
ポリウレタン5%
（6ヶ月〜8歳）

サスティナブル住宅のための様々な取り組み

￥8,800

●環境共生（気密・断熱・遮熱性、省エネ・ゴミの削減）
創エネ〈ZEH〉
・省エネ・省エネ設備・
グレーエネルギーの削減（製造・輸送・施工・解体廃棄に消費されるエネルギー）

エバーブラック

●周辺環境との調和（自然素材の利用・パッシブデザイン・環境デザイン）
●長寿命化（耐久性・メンテナンスの容易性・改修を見越したプランニング）

Jokapoika shirt

ヨカポイカ・シャツ

●コットン100% ●XS/S/M（ユニセックス）●Design:Vuokko Eskolin-Nurmesniemi

Repair Cafe

￥18,000

リペアカフェ

壊れた電気製品・家具などを専門のボランティアとともに無料もしくはわずかな金
額で修理を行う場所〈リペアカフェ〉。2009年にオランダから始まり、
ヨーロッパを中
心に現在30カ国・約1200店舗でサービスを展開しています。限られた資源を有効
に活用し、
新たな雇用も生み出す。スウェーデンでは修理代にかかる付加価値税
の引き下げを行い、
さらにリペア産業を後押し、
捨てることを前提としないモノづくり
と新たな消費のカタチも浸透しています。
https://repaircafe.org/
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●人にやさしい住まい（耐震性・健康仕様・暮らしやすさ）
空気環境・低ホルムアルデヒド・無垢材の利用・バリアフリー・動線

●オーガニックコットン99%
ポリウレタン1%・牛革

www.nudiejeans.com/

Rub & Stub

￥21,000

●省資源・再利用（リノベーションやリフォームのメンテナンス性・リサイクル）

ここで、
ちょっとひとやすみ！

日本でも食料1／4以上が廃棄されて問題になっている食品ロス・廃棄。その損失
額は世界で年間75兆円。そんな現状に一石を投じているのが、
2011年にオープン
したコペンハーゲンの廃棄食品を再利用するレストラン
〈Rub & Stub〉。ボランティ
アによって運営され、
賞味期限間近や規格外の食品を40%使用し、
リーズナブル
で美味しいと客にも評判だとか。現代の食のあり方に疑問を投げかけ、
食品ロス・
廃棄との静かな戦いが続けられています。
https://spisrubogstub.dk/

ちょっと手を休めて、
サステイナブルに関連したクイズです。
答えは、
⑩ページの下をご覧ください。

廃棄食材を利用したNPOレストラン

Q1

Q2

OECDの
「2016 Better life Index」 最近、
海洋環境汚染源として
の調査で世界で
大きな問題となっている物質は？
最も住みやすい国の1位は？
ヒント！平昌オリンピックでも大活躍！

ヒント！洗顔料、歯磨き粉などに含まれていることも…？

Q3

読者プレゼント
！

Marimekkoのマグカップと
TOKYO CORK PROJECTのコースターを
それぞれペアで
5名様にプレゼント！

総発電量に対する
再生可能エネルギー発電の
比率が最も高い国は？
ヒント！2015年時点（水力は含まない）

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。

＊表示価格には、
いずれも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。
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水平ラインを基調にしたシンプルな寄棟スタイルの外観。2階の居室はすべて南に面して
奥行1.6m・幅10mオーバーの超ワイドな横格子のバルコニーは各居室から出入りできる。

我Lが
家
の
快
適
iving inspection

清潔感のある洗面脱衣室。
リネン収納もたっぷり。

土地探しから始まった
理想の住まいづくり。
以前からジューテックホームの住宅に魅力を感じて

Open feeling & Daintiness
神奈川県

K邸

日和

バリアフリー和室ゾーンが併設されたリビングは、
3本引きの引込戸で間仕切も可能。和紙のブラインドやカーテンで、
あえて昭和のスタイルを演出。

寄棟スタイルの機能美と気品
〈アーキペラーゴ〉の実力。

ディテールにも妥協のない
暮らしに寄り添った
〈しつらえ〉
。

水平ラインを基調にした寄棟スタイルのワイドな外

暮らしの視点を大切にした〈アーキペラーゴ〉だか

いたKさんご夫妻。モデルハウスに足を運び、新し

観が、
シンプルで落ち着いた印象のK邸は、
高機能

ら、細部にいたるまで、利便性や暮らしに寄り添っ

い住まいのイメージも見えてくるなかで、決まってい

オーダーメイドデザイン住宅
〈アーキペラーゴ〉
。平瓦

たデザインが貫かれている。オーダーの〈コの字型

なかったのが建築地。理想の住まいに適した住

を葺いた飽きのこないシンプル形状の屋根、奥行

キッチン〉やバリアフリーの和室ゾーン、採光と防

環境を求めて、
それに見合った土地探しが始まる。

1.6 m・幅10m超のワイドレンジな横格子のバルコ

犯に配慮された窓の配置、
絶妙に配置された間接

住まいづくりと違って100%納得できる立地環境は

ニー、
ダークな木目調でコーディネートされた目隠し

照明、適所に設けられた収納スペースなど、
ひとつ

なかなか見つからないもの。それでも不動産業者

フェンス、
メンテナンスフリーのリウッドデッキなど、

ひとつが快適な暮らしに繋がっている。高耐久性

の売り手目線ではなく、建てる側の目線でのジュー

ゆとりの空間に相応しい開放感に抱かれている。

⑥
や優れた省エネ性能、
充実の自然素材に加え、家

テックホームの妥協のない辛口アドバイスが、
たい

機能面では世界トップクラスの
〈樹脂窓〉
やトリプル

事と余暇、
その両面からK邸のスムーズな暮らしを
支え、スマート・ライフを後押ししてくれる。

へん参考になったと語るKさん。最終的には、閑静

ガラス樹脂サッシ、
蓄熱式温水床暖房など、
優れた

な住宅街の「古家付きの東南の角地」に決まり、

省エネ性能を備えた低炭素住宅でもある。
さりげな

住まいづくりがスタートする。

い機能美が「飽きのこない美しさ」
を与えている。

シンプルな寄棟スタイルの気品、
快適な機能美が誘う
心地いい住空間。
開放的なLDK。ダイニング脇には子供のスタディーコーナーも設置。

シンプルな寄棟スタイルのワイドな外観と
機能美に集約された快適室内空間。
ライフスタイルから導き出された
機能性に内包された上質なデザイン。
さりげなく美しい住まいの表情が
明るい家族の笑顔とともに
快適で彩られた充実の暮らしへと誘う。
メンテナンスフリーのリウッドデッキと省管理型の高麗芝
（トヨタ自動車開発）
の庭。

エントランスには大きなトリプルガラス窓とワイドな玄関収納。

Staff Voice
作業効率に優れた
〈コの字型キッチン〉は
クリナップ製の
オーダーキッチン。

明るく機能的なキッチンがご希望の
奥さま。大きな窓から朝の陽射しが降
り注ぐ、東南角のコの字型のキッチン
は、家づくり当初からのこだわり。それ
に見合う土地探しには、
オーナー様も
苦労され、縁あって、
この敷地に夢の
マイホームが完成しました。お幸せに！

河合 祐助
Kawai Yusuke

House Data
■敷地面積／212.96m2（64.42坪）
■延床面積／146.31m2（44.26坪）
■1 階面積／ 81.72m2（24.72坪）
■2 階面積／ 64.59m2（19.54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）
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0120-206-244
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MUSI
C
M

B

OOK

OVIE

フィーカの小箱
Scandinavian culture BOX

第40話

お家で過ごす時間をより充実させてくれる
北欧の上質な音楽・本・映画をご紹介。

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。

再生資源の宝庫〈東京〉をコルク再生の街へ。
循環型社会のひとつの指針になりたい。
TOKYO CORK PROJECT主宰
株式会社GOOD DEAL COMPANY 代表

●飲食店や施設などに設置されている回収ボックス

MUSIC Strangely Beautiful ＊ Club 8
Johan Angergård（ヨハン・アンゲルガルド）
と
Karolina Komstedt（カロリーナ・コムステット）

tokyocorkproject.jp/

北 村 真 吾さん

によるポップ・デュオClub 8（クラブエイト）
。1995
年の結成以来、今年の最新作〈Golden Island〉
リリースまで20年以上のキャリアを経て10作の
アルバムを発表。90年以降、ボサ・ノヴァをベー
スにエレクトロで彩られたサウンドはスウェーデッ

コルクと聞いて、
まず真っ先に思い浮かぶ

いていたという。そこで、
廃棄されるコルク栓

プロジェクトには、
多くの方々の協力が不

大量生産・大量廃棄社会の弊害には、
も

シュ・ヌーベル・ポップを代表する存在。最新作

のがワインやシャンパンのコルク栓。普段の

を上手く再利用できたら、
きっと身近な循環

可欠だと語る北村さん。自治体、
小売店、
企

はや誰しも無関心ではいられない。その解

Golden Island、前作Pleasureは、エレクトロ色

食卓からパーティーや特別な記念日など、
ワ

として社会の共感も得られると思った北村

業、
飲食店から提供されたコルク栓はワイン

決には「つくる意識」
とともに「つかう意識」
も

の強い作品だが、5作目Strangely Beautiful Strangely Beautiful〈Club 8〉

イン好きならコルク栓を開ける瞬間にわくわく

さん。飲食店を回ってコルク回収への協力

流通の帰り便を活用することで効率的に回

求められている。使う側の小さな循環から、

（ストレンジェリー・ビューティフル）は透明感のあ

を感じる方も多いのでは…。そんなテーブル

を取り付け、
また一方では商品開発やコルク

収できる。地道なコルクの仕分け作業は福

やがては大きな潮流が生まれるのかもしれな

に小さな幸せを届けてくれるコルク栓も役目

業界との連携も図りながら、
プロジェクトも少

祉施設に依頼され、
その後製造工場に運

い。
ようやく軌道に乗りはじめた取り組みを持

を終えると、
そのほとんどはそのまま廃棄され

しづつ広がりをみせている。伐採することな

ばれて、
金属などの異物を取り除き、
粉砕・

続的なひとつのビジネスモデルとして、
しっか

てしまう。その量は首都圏だけでも年間856

くコルク樫の樹皮から繰り返し得られるコル

ブロック成形される。そして生まれ変わっ

りと育ててゆきたいと語る北村さん。TOKYO

トンに及び、
コルク原料の年間輸入量を上

クは、
断熱性や遮音・弾力・抗菌性に優れ、

た製品が、
再び暮らしに活かされる〈Back to

CORK PROJECTは昨年、
東京都環境局

回っている。TOKYO CORK PROJECTは、

リサイクルにも適した環境負荷のない稀有な

Table
（再びテーブルへ）
〉
。
そんな身近な循環

「持続可能な資源利用」
に向けたモデル事

そんな廃棄されているコルク栓を再資源化

天然素材だ。
しかも産地は地中海沿岸の限

が多くの人々の興味を喚起し、
社会に浸透

業として採択された。現在、
全国750店舗と

する取り組み。GOOD DEAL COMPANY

られた地域なので、
100％輸入に頼らざるを

してゆく――北村さんの切なる願いだ。

提携し、
2018年（1月現在）
は21,377kgのコ

の北村真吾さんが仕掛け人となって、
コルク

得ない。
コルクの70％はコルク栓として利用

プライベートは愛犬との散歩、
ランニング

ルク栓が集められた。今は廃棄されるその

れたノンフィクション。デンマーク語で「心やす

業界や飲食店、
商業施設、
自治体、
グリーン

され、
需要は今後ますます高まると予想され

などで身体を動かし、
野菜中心の食事で体

一部に過ぎないものの、
さらに回収率を高

らぐひととき」「ほっこり」の意味する〈ヒュッゲ

コンシューマーなどを巻き込んで、
コルクを再

ている。原料価格の高騰も懸念されている

調管理に努めている北村さん。読書や海・

めて、
インテリアや建築などの素材としても活

（Hygge）
〉。幸福度世界一の国と言われている

び暮らしに甦らせる素敵なプロジェクトだ。

なか、
コルク栓を効率良く再利用できれば資

山など自然とともに過ごす時間も楽しみのひ

用できるようにしたいと抱負を語る北村さん。

デンマークの人々の「ヒュッゲ」な1年の暮らしぶ

北村さんがプロジェクトを始動させたきっ

源の安定供給とともに、
国内コルク業界の活

とつ。そんな暮らしを通して、
さまざまな問題と

より魅力的な製品開発とともに、
衰退したコ

かけは、
ワインを提供する飲食店で働いてい

性化にもつながるのではと、
大きな期待を寄

も向き合っている。世界食料デーのイベント

ルク業界を再び活気づけたい、
そして、
さまざ

たときに、
廃棄されるコルク栓の量に衝撃を

せる北村さん。小さなひとつの取り組みが循

〈しぶや・
もったいないマーケット〉のフードロ

まなリサイクル・リユース活動の後押しになっ

受けたこと。マンションデベロッパーやカフェ

環の輪となり、
社会を巻き込みながら広がっ

スディスカッションや食料廃棄をなくすロード

てくれればうれしいと語る北村さん。脱炭素・

の起業を目指した時期もあったが、
常に廃棄

てゆく――まさにサスティナブルな取り組みの

ムービー〈0円キッチン〉の特別試写上映で

循環型社会へのひとつの取り組みとして、

物やフードロスなど、
トレードオフに疑問を抱

モデルケースだ。

はトークショーのゲストとして招かれた。

さらなる活動の広がりを期待したい。

レーベル：Labrador 2003年
EAN：4941135390207

る洗練されたメロディーとアンニュイなカロリーナ
のヴォーカルが絡み合い、初春から新緑の時期に
ピッタリの心地いいサウンドに仕上げられている。

BOOK The Year of Living Danishly＊Helen Russell
Uncovering the secrets of the world’s happiest country

トラブルや傷ついた心を抱え、本当の幸せとは何
かと考え続けていた著者ヘレン・ラッセルが、仕
事を辞めて夫とともにデンマークに移住を決意す
る。デンマークの幸福を調査し、その体験で綴ら

りを紹介し、幸福の秘密、幸せに暮らす知恵が満
載された幸せのガイドブック。
幸せってなんだっけ？ 世界一幸福な国での「ヒュッゲ」な1年
●ヘレン・ラッセル〈著〉●鳴海深雪〈訳〉●CCCメディアハウス・2017年●ISBN：978-4-484-17102-9

Movie Der kommer en dag ＊ JesperW. Nielsen
1967年、コペンハーゲンの養護施設が舞台の実
話に基づいた奇跡のヒューマンドラマ。13歳のエ

北村

●再生コルクを使用した
新宿NEWoManのレストスペース
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●ひとつひとつが職人の手づくり
北村さんお気に入りの
〈STOPPER STOOL〉

●GOOD SUNDAY MARKET（代々木VILLAGE）
出店風景

●東京ギフト・ショーLIFE×DESIGN
（東京ビッグサイト）
出展ブース風景

真吾

Shingo Kitamura

1983年、茨城県つくば市生まれ。
日本大学理工学部 機械工学科卒業。
マンションデベロッパーでの仕事を経て、外食業界へ。
廃棄物とフードロスに疑問を抱き
「トレードオフを小さくしながら暮らしを豊かにしたい」
その思いから
2010年、
〈TOKYO CORK PROJECTをスタート〉
。
2014年、株式会社GOOD DEAL COMPANY設立。
2017年、
東京都環境局「持続可能な資源利用」に向けた
モデル事業に採択。
現在は、
自治体と共同のフードロスへの取り組み、
アーティスト
が使用した楽器の一部をリユースした商品プロデュースも行う。

gooddealcompany.tokyo/

リックと10歳のエルマーの兄弟は児童養護施設に
預けられ、平穏な日々を一瞬のうちに奪われてし
まう。独裁的で閉鎖された施設の中でも夢と希望
を持ち続け、施設からの逃亡を図ろうとするが…。
揺るぎない兄弟の絆、勇気と奇跡の物語。2017
年デンマーク・アカデミー賞（作品賞含む）6部門
受賞。
きっと、
いい日が待っている
●監督：イェスパ・W・ネルスン
●キャスト：トラース・ミケルセン、ソフィー・グロベル、アルバト・ルズベク・リンハート、ハーラル・カイサー・ヘアマン
●2016年・デンマーク・119分
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スタッフ通信

2018
Spring

Staff Hot News

恐れ入りますが
［プレゼント応募ハガキ］
アンケートにご協力ください。

WELL-DO Check!!
おしゃれな多機能宅配ポスト!

bobi Cargo（ボビ カーゴ）

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！

おしゃれな郵便ポストとして、すっかりおなじみのフィンランドbobi社か

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吉田 努さん

プロフィール
●趣 味：サーフィン、サッカー
●好きなもの：映画
●仕事のモットー：
お客さまに「ありがとう」の言葉をいただける
よう頑張ります。

普段は家族との時間が持てないので、
休暇では、

な吉田さん。お客さまの想いを的確に受け止め、

旅行などでゆっくりと家族と向き合うことにしている

その想いを叶える住まいづくりに厚い信頼が寄せら

吉田さん。プライベートもコミュニケーションが大切。

れている。
理想形が存在しない住まい。そこでお客

家族の思いにしっかりと応えている。サッカーに打ち

さまの想い描く理想像をカタチにすることが大切。

込んでいた十代、
今はサーフィンを趣味に、
海が近

それがまた難しいところでもある。そのため吉田さ

い湘南エリアに暮らし、
ときには波を求めてハワイ

んはお客さまとのコミュニケーションがとくに重要だ

やバリの海へも出掛ける。そんな吉田さんの他の

と考えている。大手ハウスメーカーと比べてジュー

楽しみが映画。
「ステップ・イントゥ・リキッド」は、
サー

）

■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

ら宅配BOX付の郵便ポストが発売されました。上段にポスト、
下段に
宅配ボックスという1台2役の機能を備えた多機能宅配ポストです。電
源不要でランニングコストもかかりません。2047通りの番号が設定可

ホームコンサルタントとしての知識と経験が豊富

■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（

■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（
）

能で、
設定した番号は扉を解錠するたびにリセットされます。荷物の
取出時にも鍵を使う必要がなく、
緊急時には付属の非常解錠キーを
使って解錠できます。再配達の心配から解放され、
セキュリティ面も安
心。宅配ボックスの設置をお考えなら、
おしゃれなデザインで機能的な
bobiの宅配BOX付ポストはいかがですか。

■WELL-DOをご覧になるきっかけは？
□ジューテックホームで住宅を購入して □モデルハウス・見学会
□相談会・イベント □Webサイト □その他（

）

テックホームはお客さまとの距離が近い。だからよ

ファーたちの魅力的な生き方を映し出したドキュメン

りきめ細やかな対応を心がけている。そんなご家

タリー映画。その爽快な高揚感はサーフィンに関心

■今回、
おもしろかった、役に立った記事は？
（複数選択可）
□特集 □我が家の快適日和 □悦楽時間の住人 □フィーカの小箱
□スタッフ通信 □北欧スイーツキッチン □WELL-DO Check！
！ □その他

族の暮らしを支える住まいづくりに何よりやりがいを

ない方にもおすすめだとか。他のおすすめ作品は、

●WELL-DO・ジューテックホームへのご感想・ご要望がございましたらご記入ください。

感じている。引渡しの際に「ありがとう」の言葉が

007やロッキーシリーズなども好きなのですが…と前

何よりうれしいと語る吉田さん。住まいづくりをきっ

置きの上、
清朝最後の皇帝の歴史大作「ラストエン

かけに、
交流が続くお客さまも多いという。

ペラー」、京劇が描かれた「さらば、
わが愛」、
ボス

←ステップ・イントゥ
・リキッド
●監督・脚本:デイナ・
ブラウン
●2003年・アメリカ・88分

■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

ニア紛争が題材の「ノー・マンズ・ランド」、
イラン映
画「運動靴と赤い金魚」、監督ラッセ・ハルストレム

2018SP

ご協力ありがとうございました。

（スウェーデン）
の「ショコラ」
「やかまし村の子どもた
ち」…。
アクションから歴史、
心温まるドラマと幅広い。
エクステリアにおしゃれなアクセントを
フィンランド生まれの宅配ボックス&ポスト！

ザー」は外せないと語る吉田さん。映画は楽しみで

設置工事も承ります。

あり、
教えられることも多いという。様々な人生が綴ら
ゴッドファーザー→
●監督:フランシス・
フォード・コッポラ
●原作・脚本:マリオ・
プーゾ

●吉田さんが担当した住宅

●ふたりのお子さんと自宅前にて

●音楽:ニーノ
・ロータ

●キャス
ト:マーロン・ブランド、
アル・パチーノ、
ジェームズ・カーン
●1972年・アメリカ・177分

個人情報保護シート

そして映画史上最高傑作ともいわれる「ゴッドファー

（東京・神奈川限定）詳細はお尋ねください。

れた映画のように、
吉田さんの手掛けた住まいもそ

WELLリフォームでは外構・エクステリア工事も承ります。

れぞれに暮らしの情景を描いてゆくに違いない。

お気軽にご相談ください。

bobi Cargo（ボビ カーゴ）

北欧スイーツキッチン

38 アンブロシア バーケルセ
北欧のおいしいお菓子 ○

商品定価￥91,800（税込）WELL-DO読者の方には特別価格にてご提供！
●サイズ／W320×H800×D350mm（宅配ボックス有効寸法W230×H410×D310mm）
●材質／スチール（パウダーコーティング）
●カラー／レッド・ホワイト・ネイビーブルー・ボルドー・ダークグリーン
●宅配のお荷物は7kgまで

オレンジは生地には加えず、トッピングにフレッシュなオレンジのジュー
スを使うことで、
爽やかな柑橘の香りを楽しめるプチケーキです。様々な種
類のオレンジが出回るこの季節、
お好みのオレンジを使って風味豊かに、
つ
くって見ませんか。

※設置には、別途bobi専用ポール(bobiround・bobilink 税込15.000〜）の購入が必要です。
※軒下等で雨がかりの少ない場所への設置をお奨め致します。お荷物は、7kgまでになります。

●お問い合わせ・ご相談・ご購入はお気軽に。

材 料
・無塩バター
・てんさい糖
・薄力粉
・卵
・ベーキングパウダー
・塩

ツ ー バ イシックスにしよう！

（直径5cmのマフィンカップ6個分）
150g
130g
130g
3個
小さじ1/4
ひとつまみ

〈トッピング〉
・粉砂糖
100g
・オレンジのしぼり汁 大さじ1と1/2
・オレンジピール
（細かく刻む） 適量

編集後記

ダーラナホース（幸せを運ぶ馬）

❷湯煎から外し白くもったりするまで泡立てる。ベーキングパウダーと粉を合わせ、
ふる
い入れて、
つやが出るまでよく混ぜる。

Ambrosia Bakelser
←いよかん、
ポンカン、
清見オレンジ、
サマーオレンジなど
お好みのオレンジでつくってみてください。
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特設献血ルーム

箍の職人

作り方
❶卵を泡立て器でほぐし、
塩と砂糖を加え、
湯煎しながら40℃になるまで混ぜる。

個人情報保護シート

0120-206-244

朝の清掃活動

未来へつなぐ
つづき ゆめ駅伝

春の訪れを実感できる季節になってきました。北欧のサスティナ

もちろん長屋文化も重要な役割を担っていました。ジューテック

ブル特集いかがでしたか？ ところで、
かつての東京（江戸）
は世

ホームでもサスティナブルを意識した住まいづくりや地域活動に

界に先駆ける循環型都市だったんです。江戸時代には〈ゴミ〉と

積極的に取り組んでいます。
〈未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝〉

❸バターを溶かし、
温かいうちに②に加え混ぜる。

いう意識がなく、
多様なリサイクル業者〈鋳掛け、
瀬戸物の焼き接

❹マフィン型にペーパーカップを敷き、
③を8分目まで入れる。

ぎ、
箍屋、
古着屋、
紙屑買いなど〉が活躍していました。
また、
都市

の清掃活動など、
環境・社会活動、
そしてサスティナブルも、
まず

❺180℃に温めたオーブンで、
約15分焼く。焼きあがったら型から外し冷ましておく。

と郊外
（里山・田畑）
との間には資源の循環が確立していました。

は近隣や地域から、
そんな思いで取り組んでいます。

❻粉砂糖とオレンジのしぼり汁をボウルに入れ、
もったりするまで混ぜ、
各ケーキの上に
スプーンでかける。オレンジピールをセンターに散らす。
＊協力／自然焼菓子工房roco

たが

4ページ
クイズの解答

Q1

A→ノルウェー
ちなみにデンマーク
（3位）
、
スウェーデン
（6位）
、
フィンランド
（8位）

Q2

協賛や特設献血ルームの開設、
全社を挙げての定期的な近隣

A→マイクロプラスチック（マイクロビーズ）
自然界や人体に悪影響を及ぼすとして、
欧米では最近、禁止の動きが広がっています。

Q3

A→デンマーク
69.3％（全発電量の2/3を超えている）
ちなみに日本は7.3%（水力を加えて14.5%）
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224-8790

料金受取人払郵便

Information

都筑局
承 認

（受取人）
横浜市都筑区新栄町4―1

582
差出有効期間
平成31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

ご年齢

お名前

性別

歳
男 ・ 女

施工例

〒
ー

お電話

ー
︿
キ
リ
ト
リ
線
﹀

E-mail
ご職業
同居の
ご家族

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（
）

FILEの家具・住宅に関するご質問・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

至上の印象派展

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］
■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／2018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。

の
り
し
ろ

●開館時間／10:00〜18:00
＊毎週金・土曜日、
4月28日
（土）
〜5月6日
（日）
は
20：00まで
＊入場は閉館の30分前まで

●休館日／火曜日
＊ただし5月1日
（火）
は除く

●観覧料
（当日・消費税込）
／
一 般1,600円
大学生1,200円
高校生 800円

Present

＊中学生以下無料
＊障がい者手帳をご持参の方
（付添の方１名を含む）
は無料

必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

Marimekkoのマグカップと
TOKYO CORK PROJECTのコースターを
それぞれペアで5名様にプレゼント！
●マグカップ：約φ80×H95mm・250ml
●コースター：約φ90×厚み4mm・再生コルク
（レーザー加工）
※セットの絵柄・カラーはお任せとなります。

■応募締切2018年5月10日必着
■発表は発送
（5月）
をもって

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に

代えさせていただきます。

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。

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢
（可愛いイレーヌ）
》
..

Foundation E.G. Buhrle Collection,Zurich (Switzerland)
●アクセス
Photo: SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)
・東京メ
トロ千代田線「乃木坂駅」
青山霊園方面改札6出口（美術館直結）
・東京メ
トロ日比谷線「六本木駅」4a出口から徒歩約5分
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」7出口から徒歩約4分
●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600
●http://www.buehrle2018.jp/

読者プレゼント！

快適生活情報誌WELL-DO Vol.46 2018SPRING（春号） 2018年3月15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。

スイスの大実業家エミール・ゲオルク・ビュールレ
（1890-1956年）
は、
生涯を通じ絵画収集に情熱を注いだ傑出したコレクターとして知ら
れています。主に１７世紀オランダ絵画から２０世紀の近代絵画に至
る作品、
中でも印象派・ポスト印象派の作品は傑作中の傑作が揃い、
そのコレクションの質の高さゆえ世界中の美術ファンから注目されて
います。この度、
その全ての作品がチューリヒ美術館に移管されること
になり、コレクションの全体像を紹介する最後の機会として、日本で
の展覧会が実現することとなりました。本展では、近代美術の精華と
いえる作品６４点を展示し、
その約半数は日本初公開です。絵画史上、
最も有名な少女像ともいわれる《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢
（可愛いイレーヌ）
》
、スイス国外に初めて貸し出されることになった
４メートルを超えるモネ晩年の睡蓮の大作など、極め付きの名品で構
成されるこの幻のコレクションの魅力のすべてを、
ご堪能いただけます。

国立新美術館 企画展示室1E

のりしろ

※絵柄・色調等は写真と異なる場合もあります。

ビュールレ
・コレクション
Impressionist Masterpieces from the E.G. Buehrle Collection, Zurich (Switzerland)

2018.2.14［水］〜5.7［月］

▼

の
り
し
ろ

京都を拠点に創業25周年のカスタムキッチン・家具メーカーFILE。
美しい造形と質感、
空気感を大切にした家具
〈FILE FURNITURE
WORKS〉
は、
無垢木をふんだんに使ったジューテックホームの住
まいとの相性もバッチリ。FILEとジューテックホームのコラボレー
ションによる新築・リフォームも多数手掛けています。FILEの良質
なデザインとクラフトマンシップ。そしてジューテックホームの安全・
快適な住まいづくりで極上の住空間をお届けします。

快適生活情報誌ウェルドゥ編集係 行

フリガナ

ご住所

FILE×ジューテックホーム
家具と建物の華麗なコラボレーション。

0120-206-244

ツ ー バ イシックスにしよう！

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〉

ZEH28B-00976-C

〒224-0035 横浜市都筑区新栄町4―1
www .w ell-do.c om

Phone 045-595-3222

