
相続税、払い過ぎていませんか？
相続税は取り戻すことができます。

WELL-DO Check!!

秀逸な家具が誘う上質感。
洗練された空間が醸し出す真の豊かな暮らし。
Elegance & Comfort ❊東京都・H邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ オート麦ビスケット

Exhibition ❉ 日本フィンランド外交関係樹立100周年記念
　　　　　ムーミン展 THE ART AND THE STORY

P r e s e n t ❉ artek Stool 60 Ystävä〈ウスタヴァ〉
　　　　　　　（日本×フィンランド外交関係樹立100周年記念モデル）を2名様に！

　　　　　　　ムーミン展の招待券（ペア）を5名様にプレゼント！
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川　 亜利沙さん
（株）ムーミン物語
  ブランド・ライセンス部 マネージャー

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

 フィンランドの美しい自然と愛すべきキャラクターたち

ムーミンの世界！
日本・フィンランド国交関係樹立100周年 & WELL-DO50号記念

〈ムーミンバレーパーク〉オープン！✤暮らしを彩るムーミンと仲間たち！

おかげさまで 号記念50Memorial issue



 　 　　フィンランドの美しい自然と愛すべきキャラクターたち

ムーミンの世界！
トーベ・ヤンソンによって生み出された〈ムーミン〉。フィンランドといえば、ムーミンを連想する人も多いことでしょう。

そんなムーミンのテーマパーク〈ムーミンバレーパーク〉が埼玉・飯能の宮沢湖畔に3月16日オープンします。　

2019年は日本・フィンランド国交関係樹立100周年を迎え、各地で様 な々イベントも予定されています。

ゆったりと北欧の時間が流れるメッツァビレッジ、森と湖に抱かれたムーミンバレーパークで

ムーミンの魅力と原作者トーベ・ヤンソンの想いに触れてみませんか。

feature特集

1 2

ムーミンバレーパークは、広大なメッツァ内にあり、

ムーミンの物語を追体験できる4つのエリアには、

様々な展示やアトラクション、

レストラン・カフェ・ショップなどが充実。

思いっきりムーミンの世界に浸ることができます。

さあ、ムーミンとの新たな出会いの旅へ出掛けましょう。

POUKAMA（ポウカマ）は物語の「はじまりの入り江」。ムーミンの物語が描かれた“本”

のゲートをくぐりぬけ、ムーミンの物語の世界に期待を膨らませながらムーミン谷へと向

かいます。エントランス施設には、さまざまなパンケーキを楽しめるレストラン、グッズ

などを購入できるショップがあります。

埼玉県立奥武蔵自然公園の宮沢湖畔にオープンした〈メッツァビレッジ〉

は、新鮮な地元の野菜や北欧雑貨などのショップやレストラン・カフェが点

在し、イベントやワークショップも開催されています。都会の喧騒を離れて、

北欧のライフスタイルを肌で感じる贅沢へと誘います。

ムーミン一家とその仲間たち、そして新しい発見との出会い

湖畔の森で体験する北欧のライフスタイル

営業時間：OPEN 10:00→CLOSE 20:00　

入園チケット：

●おとな（中学生以上） 1,500円（税込）

●こども（4歳以上小学生以下） 1,000円（税込）
※3歳以下は無料です。
※当日販売もありますが、混雑時の入園制限の際にも確実に入園できる
　「事前予約」がおすすめです。
※一部アトラクションは有料です。
　アトラクションは当日券もご用意しております。
　おとな・こども共に一律料金、3歳以下は無料。事前予約制となります。

ムーミンバレーパーク

「ムーミン谷エリア」は、ムーミンバレーパークのメインエリア。ライブエンターテイメントの

「エンマの劇場」、忠実に再現された「ムーミン屋敷」、冒険を体感できる「海のオーケスト

ラ号」など、さまざまな体験ができます。

Uimahuone
ウイマフオネ

エントランスを抜けてムーミン谷へ向かうと、まずは 

じめにムーミンパパの作った「水あび小屋」が見え

てきます。泳ぐのが大好きなムーミン一家。物語を

象徴する場所のひとつです。

Emma teatteri
エンマ テアッテリ

小説『ムーミン谷の夏祭り』の舞台で、ムーミン谷が

洪水に見舞われたときに流れてきた「エンマの劇場」

では、ムーミンとその仲間たちによるライブエンター

テインメントが繰り広げられます。

ムーミンたちと写真が撮れるスタジオ。

“ムイック”はフィンランドで写真を撮るときの合言葉。カメラマンによる

撮影サービスがあり、キャラクターたちとの写真を記念に残すことができます。

Muumitalo
ムーミタロ

ムーミンパパが設計図を書いて自分で建てた理想

の家「ムーミン屋敷」。地下室は貯蔵庫、1階はキッチ

ンとダイニング、2階はリビングとムーミンパパ・ムー

ミンママの部屋、3階はムーミンの部屋とリトルミイ

の部屋、ゲスト部屋にはスノークのおじょうさんの部

屋、屋根裏にはムーミンパパの書斎があります。

●ムーミン屋敷  ガイドツアー 1,000円（税込）

営業時間：OPEN 10:00→CLOSE 21:00　

入園無料
※ただし、ワークショップは料金が必要な場合があります。
　事前予約がおすすめです。

池袋駅→西武池袋線（約50分）→飯能駅 
※特急レッドアロー号利用 約40分
八王子駅→JR八高線（約35分）→東飯能
川越駅→JR川越線・JR八高線（約25分）→東飯能

●飯能駅からバス（約13分）
「飯能駅北口」1番乗場より「メッツァ」行き直行バス（国際興業・西武バス運行）
 及び「メッツァ経由武蔵高萩駅」行き路線バス（イーグルバス運行）、
 メッツァ停留所（旧 宮沢湖）下車
●東飯能駅からバス（約12分）
 2番乗場より「メッツァ」行き直行バス（国際興業、西武バス運行）、
 メッツァ停留所（旧 宮沢湖）下車

狭山日高IC→県道262号線経由5.4km（約12分）
青梅IC→県道218号線経由約11km (約30分）
飯能駅北口→宮沢湖入り口まで約3km（約10分）

●駐車場料金 駐車場は事前予約がおすすめ！
平日1,500円・土日祝2,500円 ※駐車場予約には、会員情報登録が必要です。　
※当日予約の場合、時間帯によって駐車料金は変動いたします。

メッツァビレッジ アクセス

電車

車

トーベ・ヤンソンについて1914-2001

第一作は商業的な成功にはいたらなかったものの、第三

作『たのしいムーミン一家』がフィンランドやスウェーデン

で人気を博し、イギリスでも出版されました。その後、漫画

連載は40カ国、120紙に転載され、ムーミン人気を決定

づけます。児童文学作家としての国際的な地位も確立し、

1970年、第9作「ムーミン谷の十一月」でムーミンの小説

シリーズは完結します。その後も、コンスタントに作品を

発表し、1982年にフィンランド国民文学賞を受賞。ムーミ

ンの世界はアニメ、美術館、テーマパークなどへと広がり、

今も世界中で多くの人々に支持されています。

父は彫刻家、母はグラフィックアーティストという芸術一

家の長女として生まれたトーベ・ヤンソン。幼い頃から芸

術家を天命として捉え、15歳にして雑誌やポストカード

のイラストレーターとしてキャリアをスタートさせました。

10代の頃に、弟ペル・ウロフと哲学についての議論で言

い負かされ、その悔しさから弟を鼻の長い醜いいきもの

として描いた別荘のトイレの落書きが、ムーミンの原型と

されています。またフィンランドのペッリンゲ群島で過ごし

た夏の記憶が下地となり、1945年、ムーミンシリーズの

第一作『小さなトロールと大きな洪水』が出版されました。

フィンランド語で「体験」を意味するKOKEMUSは、地上3階建ての展示施設。インタラク

ティブな体感展示スペース、常設展や企画展、物語にちなんだワークショップも体験でき

ます。また、北欧の輸入ムーミン雑貨のセレクトショップやカフェも併設されています。

Merenhuiske
メレンフイスケ

“勇気”、“挑戦”、“友情”、“家族の絆”をテーマとした、

体感モーフィングシアターです。ムーミンパパの友

人で発明家のフレドリクソンが作った「海のオーケス

トラ号」に乗って、一緒に冒険に出かけましょう。

●海のオーケストラ号 1,000円（税込）

YKSINÄISET VUORET
おさびし山エリア

冒険と思索の山。子どもたちが自然の中で元気いっぱい遊ぶことのできるアスレチックや

ツリーハウス「ヘムレンさんの遊園地」や「飛行おにのジップラインアドベンチャー」など、

たくさん体を動かして遊べるエリアです。

Hemulin leikkipaikka
ヘムリン レイッキパイッカ

Muikku foto
ムイック フォト

KOKEMUS
コケムス

Majakka
マヤッカ

小説『ムーミンパパ海へ行く』に登場する「マヤッカ

（灯台）」。ムーミン一家が移り住んだこともあり、中

には、ムーミンママが描いた絵も残されています。

この灯台は、対岸からも見られ、夜になるとメッツァ

ビレッジ側からも灯台の回転灯が見えるランドマーク

的存在です。

Muumilaakso kauppa
ムーミラークソ カウッパ

「ムーミン谷の売店」でパークのメインショップ。売り場面積・

商品数も世界最大級。小説『ムーミン谷の彗星』でムーミンた

ちが訪れた森の売店をモチーフに、森のなかをめぐりながら買

い物ができます。森の白夜のダンス場をイメージしたキッズス

ペースで、遊んだり本を読んだりして過ごせます。

Muumilaakso ruokala
ムーミラークソ ルオカラ

「ムーミン谷の食堂」でパークのメインレストラン。

色とりどりの花火が上がる中、パーティーが行われる

空間をイメージしています。

Paja
パヤ

「ワークショップ」でクリエイティブあふれる場所。

ストーリーに基づいたものづくりや、トーベの作品

などにまつわる創作体験を楽しんでいただけます。

Kauppa & Kahvila
　　　　　　　カウッパ ヤ カハヴィラ

カフェ機能を備えたセレクトショップ。ムーミン谷の

雪景色をイメージした内装で、北欧輸入商品や稀少

なムーミングッズと出会えます。

ムーミン谷のジオラマ

吹き抜け空間に広がる8mを超える世界

最大のムーミン谷の巨大ジオラマで、キャ

ラクターたちを至るところで発見すること

ができます。定時になると変わる季節や

時間帯ごとの演出のしかけも注目です。

「ヘムレンさんの遊園地」は小説『ムーミン谷の仲

間たち』より“しずかなのが好きなヘムレンさん”をモ

チーフにしたアスレチックツリーハウス。思い切り身

体を動かしたり、森林浴など、思い思いの時間を。

“きのこの黒板”はお絵かきやステージとしても活

用できます。

「飛行おにのジップラインアドベンチャー」でおさびし

山の頂上からスタートするジップライン。往復約

400mの宮沢湖面を滑空します。小説『たのしいムー

ミン一家』に登場する“飛行おに”になって、ルビー

の王様を求め、森の中や湖上で風を感じてください。

●飛行おにのジップラインアドベンチャー 1,500円（税込）

Taikurin seikkailupaikka
タイクリン セイッカイルパイッカ

MUUMILAAKSO
ムーミン谷エリア

POUKAMA
はじまりの入り江エリア

Information

パークのはじまりは本のゲートをくぐり抜けて物語の

世界へ。4つのゲートは、ムーミン一家やスナフキン

をはじめ、様々なキャラクターが潜んでいます。そ

れぞれの本にはキャラクターたちの言葉も添えら

れています。

ウエルカムゲート

EXHIBITION

ATTRACTION

EXHIBITION

SHOP

CAFE/RESTAURANT CAFE/RESTAURANT

ATTRACTION

EXHIBITION

EXHIBITION

EXHIBITION

ATTRACTION

EXHIBITION

ATTRACTION

ATTRACTION

〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

ナビダイヤル 0570-001-630
                     平日・土日祝 9:30～18:30（不定休）
https://metsa-hanno.com



Aurora Decorari

 　 　　フィンランドの美しい自然と愛すべきキャラクターたち

暮らしを彩るムーミンと仲間たち！
キッチン、テーブルウェアから、インテリア、テキスタイル、ステーショナリーなど、住まいをほっこり楽しく彩ってくれるムーミンのキャラクターたち。

キャラクターの個性豊かな表情や性格も魅力。そんなムーミンの世界を暮らしに取り入れてみませんか。

さまざまなブランドとのコラボアイテム、人気の定番からレアものまで、数多くの中から、その一部をご紹介しましょう。

feature特集
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ムーミンの物語にちりばめられた珠玉の言葉たち
ムーミンの物語には、自然、愛、哀愁、やすらぎ、孤独など、人生の本質を捉えた言葉が多く綴られています。

ココロに響く、そんな台詞の一部をご紹介します。

フィンランドの有名陶磁器ブランド

〈アラビア〉とのコラボレーションで

生まれたムーミンマグカップ。1990年の

発売以来、シーズン限定品、アニバーサリー

や新作も次々と登場し、ラインナップも多彩

です。思わずコレクションしたくなる人気の

定番シリーズです。

ARABIA

Ekelund

iittala

Finlayson

Muurla

mikebon

lovi

Timepieces

Flensted MobilesYANOMAN

aarikka

ムーミン クラシック マグ
●磁器・20種類
●約φ8×W11×H8cm・約300ml
￥3,000

ARABIA ムーミン ミニフィギュア
●磁器
・ムーミン／フローレン：約W3×D3.5×H5.5cm
・ムーミンパパ：約W4×D5×H8cm・ムーミンママ：約W4×D5×H7cm　　　　　　　　￥3,000

1958年に発表されたカイ・フランクデザインのイッタラのKartioシリーズ。そのシンプルなグラスを

ベースに、2013年にリリースされたムーミンタンブラー。アラビアのデザイナーのトーベ・スロッテ

によってムーミンの物語の一場面が描かれ、グラスに浮き出した愛らしい表情が魅力です。

ムーミン 
iittala タンブラー
●約φ8cm×H8cm・約300ml
●無鉛ガラス
￥1,500

OptoDesign

トーベノルディック
シリーズ 
コースター
6枚セット
●約φ9cm　●木
￥3,300

ムーミン ムールラ ホーローマグ
●銅板・エナメルコーティング
●370ml・約φ9.4×W12×H8.1cm　￥2,400
　250ml・約φ8.5×W10×H7cm　　￥2,000

各2枚 1813年に設立のフィンランドの歴史ある

テーブルウェアブランド。ガラス、陶器、ホー

ローなどのムーミンアイテムが豊富。

ウインターマジック
250ml

フレンズ/ムーミン＆フローレン
　　　　　　　370ml

ムーミン 
エーケルンドディッシュクロス
●コットン50％・バンブービスコース50％
●30×25cm（洗濯後に若干縮むことがあります）
￥1,400

1692年創業のスウェーデンの老舗のテ

キスタイルブランド。オーガニックの原料

を用いて、環境負荷のない製法で製造。ス

ウェーデン王室御用達として、その品質に

は定評があります。

ムーミン エーケルンドタオル
●コットン100％
●35×50cm（洗濯後に若干縮むことがあります）
￥2,600

ムーミン 
Aurora Decorariクッションカバー
●ポリエステル49％・コットン37％・アクリル11％・ビスコース3％
●H45×W45cm

ムーミン フィンレイソントートバッグ
●コットン100％  ●約H41×W42×D10cm・持ち手含む約H68cm ￥4,500

ムーミン 
フィンレイソン
キッチンタオル
●コットン100％
●約H70×W50cm
￥2,400

読者プレゼント！ちょっと手を休めて、ムーミン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。

Q1

世界で唯一の

ムーミン美術館がある

フィンランドの都市は？

Q2

トーベ・ヤンソンが

スウェーデン語版の

挿絵を描いた

J.R.R.トールキンの児童文学

（ファンタジー小説）は？

Q3

トーベ・ヤンソンにも

影響与えたと言われている

日本の浮世絵師は？

ヒント！ 
「富嶽三十六景」の作者として有名。

ヒント！ 
『ロード・オブ・ザ・リング』のピーター・ジャクソン監督によって

2012年から3部作として映画化もされた。

ヒント！

 フィンランドの湖水地方にあるフィンランド第2の都市 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。

ここで、ちょっとひとやすみ！

＊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。

artek Stool 60 Ystävä〈ウスタヴァ〉
（日本×フィンランド外交関係樹立100周年
記念モデル）を2名様に！　
ムーミン展の招待券（ペア）を5名様に！

1820年に創業のフィンランド

最古のテキスタイルブランド。

寝装品、ホームテキスタイル

を中心に良質な製品を提供し

ています。

￥8,700

PUULELUT

BRUNO

ムーミン 
BRUNOアイスキューブ オールスター

（ムーミン・スナフキン・リトルミイ・ニョロニョロ各2）

●ポリエチレン（耐冷温度－20℃）
●約H6.5×W6.5×D6.5cm（パッケージ）　￥500

冷凍庫で凍らせて使う

アイスキューブ。

ムーミン 
BRUNO
パーソナル
気化式加湿器
●セラミック（加湿量は自然蒸発量の約10倍以上）
●ムーミン：W8.5×H14.3×D9.0cm
●ニョロニョロ：W13.5×H15×D5.6cm
●リトルミイ：W9×H14.7×D9.1cm
●ハウス：W7.5×H15.5×D8cm　　　各¥2,800

水がゆっくり蒸発して

じんわり加湿。

ムーミン 
BRUNOホットサンドメーカー
●本体：フェノール樹脂/スチール、
　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
●定格消費電力：AC100V、900W
　（タイマー付き・プレート取りはず可）
●ダブル：W26.1×H9.6×D24.6cm・2.4kg  ¥12,000
　シングル：W13.5×H9.6×D24.6cm・1.3kg ¥6,000

●ダブル
ホットサンドの
上下には、
ムーミン、リトルミイ、
スナフキン、ニョロニョロの焼き目がつけられます！

ムーミンたちの焼き目が付けられる

ホットサンドメーカー！

※人形焼きの
　オールスター
　プレート付

●シングル 
ホットサンドの上下には、ムーミン、
リトルミイの焼き目がつけられます！

ムーミン aarikkaピアス（リトルミイ）

●ビーチ（ブナ）、メープル、シルバー  ●約H4.7cm  ¥9,000

ムーミン 
aarikka
ブローチ
（リトルミイ）

●ビーチ（ブナ）、
　メープル、メタル  
●約H5.7×W2cm  
¥6,000

ムーミン 
aarikkaネックレス

（リトルミイ）

●ビーチ（ブナ）、メープル、リネン
●約L90cm  
¥8,000

リトルミイを

モチーフに

木を素材にした

かわいいジュエリー

コレクション。

ムーミン ペンダントライト　
スナフキンの忘れもの
●スチール、木（ラバーウッド）
●φ40×H24cm（天井からシェード下まで120cm）
●E-26/60W 白熱 普通球（ホワイト）
　※LED電球、電球型蛍光灯使用可
●引掛けシーリング、コード吊り、
　ツイストコード（ブラック）、プルスイッチ付　￥18,000

スナフキンの

帽子がモチーフ！

落ち着いた

色調と

ミニマルな

ディテールが魅力。

ムーミン loviオーナメントカード
●バーチ材  
●カードサイズ
・リトルミイ、ニョロニョロ：9×14cm
・ムーミン、フローレン、スナフキン：13.2×20.7cm
・ムーミンパパ、ムーミンママ：17.4×27.4cm
●組み立て時サイズ
・ムーミン：H9cm  ￥1,500
・フローレン：H9cm  ￥1,500
・スナフキン：H11cm  ￥1,500
・リトルミイ：H8cm  ￥1,200
・ニョロニョロ：H5cm  ￥1,200
・ムーミンパパ：H13cm  ￥2,000
・ムーミンママ：H11.5cm  ￥2,000

白樺の風合いを活かしたloviオーナメントカードのムーミ

ンシリーズ。全7種類で、それぞれのキャラクターの表情

が良く表現されています。ちょっとした贈り物にも最適。

ムーミン
mikebonキャンドルホルダー
●セラミック  ●約φ12×H7.5cm
￥3,400

1994年、フィンランド・ヘルシンキに設立。

ファッションアイテムや雑貨など、ユニーク

なムーミングッズを

展開しています。

Moomin Timepieces
ムーミンウォールクロック　

●木（プライウッド）・ミネラルガラス
●φ20×D4cm
●1年間保証（保証書、簡易マニュアル付）
　単三乾電池1本（付属）　　　　　　　￥8,000

北欧インテリアにフィットする

やさしい木枠の

壁掛け時計。

ロストインバレー

Flensted Mobiles
ムーミン・モビール ピクニック

●キャラクターモビール12種類  
●カードボード・プラスチック  ●55×50cm
●リーフレット付（英語・フィンランド語・スウェーデン語）
●ムーミン谷マップ付　　　　　　　　　￥4,500

ムーミン ランプシェードパズル
フォークロア　

●ポリスチレン ●φ10×H7ｃｍ・80ピース
●キャンドル調LEDライト台座付
   （別途電池CR2032×1）                                ￥2,800

ムーミンファミリー

リトルミイ

ムーミンDeng On　

●紙  ●8×12×D0.5ｃｍ（20枚綴り）
各 ￥600

キッチンやリビング、

窓辺やデスクなどで

ほっこりさせてくれる

てのひらサイズの

ムーミンフィギュア。

2017・2018年版。

ムーミンコミックスのイラスト

が大きく描かれた

A4サイズが余裕で入る

トートバッグ。

カジュアルな

装いにピッタリ！

レッド
グレーブルー

リビングや子ども部屋の空間装飾に。

パズルで遊んで、インテリアとして楽しむ。

あかりを楽しめる立体パズルです。

プレゼントにも最適！
キャンドル調の
LEDライト！

キーポードの隙間に立てられる伝言メモ。

アースカラーのやさしい色調と

表情豊かなフォルムが魅力！

ムーミン木製手描き人形（つぼ押し）8種類
●木（白樺）●H12～15cm　￥3,800

ムーミン 
Anglo Nordicハウス型筒入り色鉛筆12色

●木・紙（ケース）●約H4×20cm（パッケージ）
￥1,000

1935年、フィンランドに創立。

ムーミンの文具製品を展開。

Anglo Nordic

1998年フィンランドに設立。木のおもちゃで人気のプーレルット。

木と手づくりの風合い、つぼ押しはもちろん、

リビングのインテリアにも！

Martinex

ムーミン
Martinex
ムーミンハウス
●ABS樹脂・紙 他
●38×40cm
●適用年齢7歳～
￥15,000

ムーミンの世界を忠実に再現した

ムーミンハウス。

キャラクター
フィギュア9種
・ムーミン
・ムーミンパパ
・ムーミンママ
・スナフキン
・ミイ
・フローレン
・スニフ
・スノーク
・ヘムル

ぼくたち、ときどきは、
ただひとりになりたくなるんだ。
ムーミン――「たのしいムーミン一家」より

トーベ・ヤンソン（著）、山室 静（訳）、講談社

A

50号
記念

わしはしばらくねむるよ。
ちょいちょい、ねむっているあいだに、

問題がしぜんにとけることがあるものな。
頭はほったらかしておくと、よく働くものなんだ。

ムーミンパパ――「ムーミンパパ海へいく」より
トーベ・ヤンソン（著）、小野寺 百合子（訳）、講談社

春のいちばんはじめの日には、
ここへかえってきて、

またきみのまどの下で、口ぶえをふくよ。
――一年なんか、たちまちすぎるさ。

 スナフキン――「楽しいムーミン一家」より
トーベ・ヤンソン（著）、山室 静（訳）、講談社

それがあんたのわるいとこよ。
たたかうってことをおぼえないうちは、
あんたにはじぶんの顔はもてません。

ちびのミイ――「ムーミン谷の仲間たち」より
トーベ・ヤンソン（著）、山室 静（訳）、講談社

B

合計7名様にプレゼント！

Deng On
（お掃除しなくちゃ）

Deng On
（ムーミン）

ストーン

artek Stool 60 Ystävä

AKARILAB

KUMA

生きるって、すばらしいことだなあ。
どんなものでも、なんの理由もなしに
いっぺんかわることがあるんだねえ。

ムーミン――「ムーミンパパ海へいく」より
トーベ・ヤンソン（著）、小野寺 百合子（訳）、講談社

ぼくが、ここに住んでるうちはね。
じぶんで、きれいだと思うものは、

なんでもぼくのものさ。
その気になれば、世界じゅうでもな。

スナフキン――「ムーミン谷の彗星」より
トーベ・ヤンソン（著）、下村 隆一（訳）、講談社

いちばんいいことを希望して、
いちばんわるいことがおこっても

おどろくなってさ。
ちびのミイ――「ムーミン谷の仲間たち」より

トーベ・ヤンソン（著）、山室 静（訳）、講談社

さあ、あしたもまた長い、
いい日でしょうよ。

しかも、はじめからおわりまでおまえのものなのよ。
とても楽しいことじゃない！

ムーミンママ――「ムーミンパパ海へいく」より
トーベ・ヤンソン（著）、小野寺 百合子（訳）、講談社



都心にもほど近い閑静な住宅街に佇むH邸。

ウッド調フェンスのシックな外壁に

ブラウンの腰壁をアクセントにした外観。

ホワイト基調の室内にはFILE製の家具が見事にフィットし

高級感のある落ち着いた空間に仕上げられている。

　　　　　　　　　高機能にプラスされた

　　　　　　　　　スタイリッシュな表情と気品。

　　　　　　　　　洗練されたラグジュアリーな空間が

　　　　　　　　　上質な心地良さへと誘う。
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■敷地面積／145.73m2（44.08坪）

■延床面積／128.12m2（38.75坪）

■1階面積／  66.46m2（20.10坪）

■2階面積／  61.66m2（18.65坪）

■ロフト面積／  24.59m2（  7.43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）　      0120-206-244

H o u s e  D a t a

FILEとのコラボレーションで

洗練された上質の室内空間。

インテリアの主役は、キッチン、洗面化粧台、TVキャ

ビネット、収納家具など、随所に設置されたFILE製

の家具だ。質感のある床の磁器タイルがインテリア

を引き立ててくれる。透明ガラスの窓から坪庭と空

が眺められる贅沢なつくりのバスルームには気品あ

るサニタリーゾーンが隣接。北欧ルイスポールセン

の照明や手すり、スイッチなど細部にいたるまで、洗

練された上質な空間づくりが貫かれ、五感に染み入

る居心地の良い素晴らしいコーディネートである。

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

秀逸な家具が誘う上質感。
洗練された空間が醸し出す
真の豊かな暮らし。

高い機能性・居住性能を礎に

キッチン中心の空間づくり。

5

S t a f f  V o i c e
リフォームor新築！ どちらがコストメリッ

トがあるか？ ご相談頂ける柔軟な対応

も弊社の魅力のひとつです。FILE社

によるトータルコーディネートは写真だ

けではお伝えしきれない、そんな素敵

な住まいが完成しました。「FILEのある

暮らし」お気軽にご相談ください。

名作ダイニングテーブルが

きっかけとなった住まいづくり。

当初は自宅リフォームを検討していたというHさん。

それが新築の住まいへと方向転換するきっかけと

なったのが、名作のダイニングテーブルTECTA 

M21。バウハウスのデザイン思想を引き継ぐ機能美

の結晶、20年にわたり人気のロングセラーを続け

ているドイツのテクタ社製。リフォームでは、このお

気に入りのテーブルが設置できないことを知ったH

さん。このテーブルを活かせる空間を求めて、まずは

土地探しから始まる。ジューテックホームの高い居

住性能と細部のディテールにも妥協のないFILE

の秀逸な家具・コーディネート、そのコラボレーショ

ンで住まいづくりがスタートした。

住まいの重心は2階キッチン。FILE製のアイランド

キッチンとバックキャビネット、そしてM21ダイニング

テーブルなど贅沢なDKのレイアウトは、存在感の

あるヤコブセンのエッグチェアを主役にしたリビン

グとともにまさに秀逸。キッチン奥にはリウッドバル

コニーが併設され、スロップシンク付のスカイダイ

ニングはミニ菜園も兼ねている。性能面は堅牢な

2×6工法、2×8屋根構造、壁にはシックハウス対

策に優れた〈空気を洗う壁〉を採用。1・2階全フロア

に蓄熱式温水床暖房を設置。見た目だけではない

オールシーズン快適なヒートショックのない高い機

能性・居住性能を実現している。

東京都 H邸
E l e g a n c e  &  C o m f o r t

2階のキッチンからダイニングを望む。
2階の床は全面450角タイルを採用。1・2階全面に蓄熱式温水床暖房設置がされ真冬でも快適。
キッチン左手はリウッドデッキのミニ菜園も兼ねるバルコニーへと続く。

ロフトから広いバルコニーを併設した
リビングを望む。

2Fキッチンからロフト収納へ続く階段。 洗面室の壁には調湿機能のある
エコカラット採用。

主寝室もFILEによるコーディネート。 バスルームからは空も眺められる設計。 100年以上の歴史を持つアメリカンスイッチ。

 河合　祐助
Kawai Yusuke

リビング

ダイニング

バルコニー

ロフト

キ
ッ
チ
ン

バルコニー

ホ
ー
ル

リ
ネ
ン
室洗

面
室

浴室

洋室

洋室

クローゼットクローゼット

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

玄関

和室

ホール

ロフト

吹抜

吹抜

押入 物
入

2m超のFILE製の洗面化粧台とタイルの床。スタイリッシュな趣。 グレイッシュカラーが印象的なFILE製の室内ドア、床はウォールナット（1階）。

開放感のある勾配天井の心地良い2階リビング。
床の450角タイルに、ヤコブセンデザインのエッグチェア、FILE製ソファ、
ルイス・ポールセンの照明とインテリアのセレクトも秀逸。

FILE製のオリジナル！アイランドキッチンとバックキャビネット。Ａｍａｎａの冷蔵庫、ＡＳＫＯの食洗機をビルトイン。

TECTA M21ダイニングテーブルとB20ダイニングチェアが主役のダイニング。
照明はルイスポールセンのPH 2/1 ステム･フィティング。

手前には段差を設けた〈グレーの畳コーナー〉が隣接されている。

ブラックのシックな装いの外観。

UP UP

DN DN
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第44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。

2019年3月、埼玉県飯能市にオープンする「ムーミンバレー
パーク」のコンテンツ開発を担当。
2008年にフィンランドへ渡る。
フィンランドのLahti市内の現地小学校5校、特別養護学級、
幼稚園、成人学校で教師として日本文化の授業を行う。
ほか、Heksinki日本語補習校非常勤講師兼任。
その後、冬は現地旅行会社の北極圏オーロラリゾート地
Saariselkäにてカスタマーサービスを担当、夏はHelsinki-
Sweden･Stockholm間を結ぶ豪華客船シリヤラインで日本
人アテンダントとして勤務。
2010年帰国後、駐日フィンランド大使館勤務や公共図書館
の立ち上げ、企画運営・広報を行い2015年から現職。北欧
文化に関する造詣も深く、寄稿や講演活動も行っている。

https://metsa-hanno.com

相手と適度な距離を保ち、おせっかいや親

切の押し売りもしない。でもそれは困ってい

ても相手の方から手を差し伸べてはくれな

いこと。もちろん、自分の方からアプローチす

れば、だれもが親切に応じてくれる。だから

自分のことをきっちり伝え、相手のことを知る

ためにも、まずは自分が積極的に動かなけ

ればと再認識して、意識的に人と関わること

を心がけるようにした。そして実際に理解が

深まるとともに、謙虚で温和、そして遊び心も

持ち合わせ、一緒にいても言葉だけではな

いコミュニケーションを大切に、会話の沈黙

さえも楽しむ。そんなどこか日本人と共通する

フィンランド気質に共感を抱くようになった。

　一年の滞在はその後さらに2年続いた。

夏はバルト海のクルーズ船シリヤラインの添

乗通訳として、冬は極北の地ラップランドで

旅行会社の現地係員として過ごした。充実

した日々 ではあったものの、このままフィンラン

ドに溶け込んでいくと、自分の立ち位置を見

失ってしまうかもしれないという危惧から帰

国を決意。日本に戻り、フィンランド大使館の

　

スタッフとして、さらに環境やサステナブル、北

欧などをテーマにした展示・イベント企画など

を行う図書館員として働く。その後、ムーミン

のテーマパーク計画を知り、ムーミンやフィンラ

ンドに通じたスタッフとして加わることになる。

大学卒業論文でも『北欧翻訳文学の比較』

と称した妖精と妖怪及びムーミンとゲゲゲの

鬼太郎の比較をテーマとして取り上げた川

　さん。トロール＝醜い生き物と日本の妖怪に

は、フィンランドと日本同様に、共通点が多いと

いう。ムーミンが日本人に広く受け入れられて

いる大きな理由のひとつだろう。物語に登場

するキャラクターたちは個性豊かで人間味に

あふれている。そしてトーベ・ヤンソンの思い

もまた、物語のなかではそれぞれの台詞に託

され、物語をより深く魅力的にしている。

　テーマパークは当初、室内施設として検討

されていたが、その後トーベ・ヤンソンと、ゆ

かりの深い飯能で、自然に抱かれたテーマ

パークとして計画は新たな展開をみせる。

まさにフィンランド風景を彷彿とさせる宮沢湖

畔の恵まれた環境、そのバックグラウンドで
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日本人のアイデンティティーを大切に

北欧と日本をつなぐ架け橋でありたい。

●フィンランド・ヘルシンキのムーミンキャラクターズ社
　との承認ミーティング

●フィンランド・ヘルシンキのトーベ・ヤンソンが晩年
　まで暮らしたアトリエにて

●フィンランド――スウェーデン間のシリヤライン勤務
　時代に仕事仲間のムーミンたちと

●フィンランド・サーリセルカの現地係員勤務時代に
　相棒のハスキーたちと

川　　亜利沙 Arisa Kawasaki

フィーカの小箱
Scandinavian culture BOX
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。
今回は、川　亜利沙さんにセレクトしていただきました。

MUSIC

M

OV
IE

M
US
IC

B

OOK

Üle ilma ＊ Curly Strings

BOOK 北北西に曇と往け＊入江 亜季

音楽界でも最近、注目を集めているバルト三国。

カーリー・ストリングスはエストニアで今、若手No.1

の実力と人気を誇る4人組バンド。エストニア民謡

の伝統的なスタイルに、ブルーグラスやポップス、

ロックテイストを取り入れて、独自のスタイルをつく

り上げている。フィドル（ヴァイオリン）、マンドリン、

ダブルベース、ギターの疾走感あるストリングスと

美しいハーモニーが魅力。アルバム楽曲には多くの

エストニア詩人が歌詞を提供している。昨年、初来

日を果たし、その際にメンバーの誕生日を一緒に

祝ったという川　さんも一押しのバンド。2015年エ

ストニアのグラミー2015受賞バンド。

旅、ときどき探偵――。アイスランドを舞台に、日本

人のイケメン高校生探偵が活躍する物語。アイスラ

ンドの壮大な風景、首都レイキャビクや観光ルート

〈ゴールデンサークル〉を巡ったり、アイスランドの

食べ物の細かな描写、魅力的な登場人物が織りな

す独特なストーリー。アイスランドに行ったことがあ

る人には旅の記憶を呼び覚まし、行ったことがない

人には旅の魅力に引き込まれる素敵なコミックス！

1～3巻（連載中）。

世界を巡れ〈カーリー・ストリングス〉 
レーベル： TAKI'S FACTORY　2016年
JAN： 4562221700191 

北北西に曇と往け 1巻-3巻（連載中）
●入江 亜季〈著〉●KADOKAWA・2012年-2019年

Movie Sameblod＊ Amanda Kernell

1930年代、スウェーデン北部のラップランドで暮ら

す先住民族であるサーミ人は、社会でも学校でも

極めて差別的な扱いを受けていた。家族、故郷を

捨ててでも少女が願ったのは自由に生きること。幻

想的で美しいラップランドの自然を背景に、少数民

族であるサーミ人の知られざる迫害の歴史を、差別

に抗い自由を求めて必死に生き抜こうとするサーミ

人の少女エレ・マリャの姿を通して描いたヒューマ

ンドラマ。東京国際映画祭審査委員特別賞・最優

秀女優賞、ヴェネツィア国際映画祭新人監督賞、

ヨーロッパ・シネマ・レーベル賞他、多数受賞。

サーミの血
●監督・脚本：アマンダ・シェーネル　●キャスト：レーネ＝セシリア・スパルロク、ミーア＝エリーカ・スパルロク
●2016年・スウェーデン、ノルウェー、デンマーク・108分

　この春、メッツァビレッジ内にオープンのムー

ミンバレーパークは、本国以外では世界初の

ムーミンのテーマパーク。川　亜利沙さんは

フィンランド文化やムーミンについての見識を

買われて計画当初から関わり、その想いは

企画や運営面で随所に反映されている。

3月のオープンへ向けて着 と々準備が進む

メッツァビレッジでお話しを伺った。

　川　さんをムーミンへと導く最初のきっか

けは、北欧の教育との出会い。その魅力に

実際に触れてみたいという思いから、大学

在学中、北欧4カ国を一ヶ月ほどかけて旅し

た。冬の寒い時期だったものの、最も心惹

かれたのが極寒のフィンランドだったという。

肌で感じたその空気感にすっかり魅了され、

現地で度々耳にする「夏が素晴らしい」と

いう誘いもあって、一年を通して滞在して

みたいと、想いは膨らむ。そこで、現地での

一年間の教職を得て、再びフィンランドへ

渡り、日本文化のレクチャーで教壇に立つ

ことになった。そこでコミュニケーションの問

題に直面する。フィンランド人は良く言えば、

作者トーベ・ヤンソンの思いとムーミンの物語

を忠実に再現することに尽力した川　さん。

信念に忠実で自由奔放な生き方、同時に葛

藤する繊細な心を併せ持つトーベ・ヤンソン

――その思いも感じ取ってもらえたらと、原作

のイメージを忠実に再現し、本物志向が貫か

れた建物・展示ひとつひとつにも妥協はない。

　仕事を離れると、フィンランド流にサウナで

疲れを癒し、映画を楽しんだり、ゆったりと過ご

すことが多い川　さん。ここ数年、ムーミンバ

レーパークのオープンにすべてを捧げ走り続

けてきた。だから今後は、少し立ち止まって、

自分のことにも時間を充てられたらと思ってい

る。フィンランドやムーミンに魅了され、日本と

フィンランドそれぞれの良さに気づいたから

こそ、日本人の心を持って、フィンランドと向き

合って行きたいという。ムーミンのテーマパー

クを日本につくりたい――その思いが結実し、

いよいよ、3月16日オープンのムーミンバレー

パーク。ムーミンやトーベ・ヤンソンへの熱い

思いが込められたファンタジーの世界。ぜひ

多くの発見と感動を味わってもらいたい。

川　　亜利沙さん（株）ムーミン物語
  ブランド・ライセンス部 マネージャー

●フィンランドで一番長く暮らした
　ラハティの凍った湖上にて
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相続税、払い過ぎていませんか？
  相続税は取り戻すことができます。

WELL-DO Check!!

相続税の申告には、適正な土地の評価や書面作成、税務署との交渉

など、不動産の専門知識が不可欠です。同じ土地でもその評価によっ

て金額は大きく異なり、場合によっては差額が数千万円になることもあ

ります。そこで、不動産相続を専門としている税理士に依頼すること

で、相続税を納め過ぎることなく、また納めた相続税が適正かどうか

精査し、相続税を取り戻すことができます（相続税還付）。税務調査

や税務署との交渉においても頼りになります。まずは、適正に土地の

評価がされているのか、確かめてみませんか。ジューテックホームで

は、土地評価を専門の税理士と連携し対応しています。お気軽にご

相談ください。

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（　　　 　　　　　 　　　　）

ご協力ありがとうございました。 2019SP

Staff Hot News
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！

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、業務部 関　裕美さん

　関さんの余暇の楽しみは美術鑑賞と読書。美術

作品に心惹かれ、展覧会情報をこまめにチェック

して、お気に入りの展覧会へと足を運ぶ。特に好き

な画家は、ゴッホをはじめとする印象派の絵画で、

美術館めぐりが休日の楽しみだ。日本津々浦々の

美術館を訪ね歩く小旅行、そして、いずれはフラン

スの美術館をめぐるのが夢だという。また、読書も

貴重な時間だという関さん。とくに日本の現代ミス

テリーが好きで人物像や状況をイメージしながら

ページをめくる謎解きはミステリーならではの楽し

み。そして、チョコレートが大の好物。美味しく奥深

いチョコレートとの新たな出会いを求めて、フェア

やイベントに向けて、日々チョコレート貯金をしてい

るという凝りようだ。

　つつがなく、無駄なく、当たり前のように裏方の仕

事に徹していきたいという関さん。そのモットーは丁

寧、確実、素早く――。できる限りミスがないように、

そしていかに効率良くスピーディーに、タイムリーに

対応するかということを常に意識している。けっし

て目立つ存在であってはいけない裏方の仕事に

淡 と々向き合う関さん。そんな地道な仕事は、お客

さまの住まいづくりの潤滑油として、仕事をスムー

ズに進める上でも重要な役割を担っている。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●お問い合わせ・ご質問・ご相談はお気軽に。

プロフィール
●趣　味：美術鑑賞（美術館めぐり）、読書

●好きなもの：チョコレート

●仕事のモットー：
　丁寧に、確実に、そして素早く――。

●素敵なモデルハウスが入社のきっかけ ●ガーデンの草花でつくられたモデルハウスの
　アレンジメントは関さんによるもの

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ オート麦ビスケット42

フィンランドではポピュラーなオート麦のクッキーです。お菓子づくりが

得意なムーミンママもきっとつくっていたことでしょうね。

今回は、ラップの芯にアルミを巻いたものの上に、焼きあがったビスケットを

乗せてカーブさせ、チュイルのようにしてみました。

❶小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。

❷ボウルにバターを入れ湯煎で溶かし、てんさい糖、メープルシロップ、塩を加えて
　よく混ぜ合わせる。

❸②に①とオートミールを加えて混ぜる。そこに生クリームを加え再び混ぜ合わせる。
　出来上がった生地を小スプーンですくいとり、一定の間隔をあけてクッキングペー
　パーを敷いた天板に20個分載せていく。

❹190℃に温めたオーブンで約8～10分きつね色になるまで焼く。

作り方

材  料

・オート麦
・全粒粉
・ベーキングパウダー
・無塩バター
・てんさい糖
・メープルシロップ
・生クリーム
・塩
・バニラエッセンス

55g
45g

小1/4
70g
25g
大2
25g

ひとつまみ
少々

スタッフ通信

2019
Spring

■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

●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。

■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（　　　　　 　　　　　　　）

■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

　業務部で経理・事務全般を担当している関裕美

さん。入社してから2年弱、まだまだ毎日が学びだと

いう。滞りなく毎日の業務がスムーズに運ぶように、

日々 仕事に取り組んでいる。子供の時から住宅やイ

ンテリアに興味を抱き、雑誌やカタログを見るのが

好きだった。以前、在籍した小さなリフォーム会社で

はさまざまなことを経験してきた。素敵な住まいづく

りに関わる仕事がしたいという思いを胸に、ジュー

テックホームに転職。電話やメール、資料の宛名書

きなどで、最初にお客さまと接する機会は多いもの

の、その穏やかな明るい笑顔は伝えられらない。

顔の見えないお客さまとのコミュニケーションだか

らこそ、ちょっとした気遣いを大切にして、好印象を

持っていただけるようにいつも心掛けている。

編集後記

Q1 A→タンペレ 
2017年にオープンしたムーミンの体感型美術館です。 Q2 A→ホビットの冒険

他にルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』の挿画も手がけています。 Q3 A→葛飾北斎
挿絵の構図・描写には、北斎の『賀奈川沖本杢之図』や『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』からの影響も。

4ページ
クイズの解答

だんだんと暖かくなって外へ出掛けたくなる季節。「日
本フィンランド100」の今年は、フィンランドが熱い一年に
なりそうです。オープンしたばかりのムーミンバレーパーク
へ、ぜひお出かけください。そしてジューテックホームの
モデルハウスも春の装い。お気軽にお立ち寄りください。

20枚分

＊協力／自然焼菓子工房roco
食物繊維やミネラルが豊富なオート麦は、北欧やロシア、カナダなどの寒冷地で栽培され、
カウラプーロ（オート麦のお粥）など、フィンランドではポピュラーな食材としていろいろと利用されています。

●美術展のクリアファイルコレクションは
　仕事でも活躍している

花粉・ハウスダストのない
クリーンなモデルハウス

相続税が戻ってくる場合があります！
●土地の形がいびつ（不整形地）　●幅の狭い道路に面している　

●凹凸がある　●日当たりが悪い　●傾斜や一部崖になっている　

●近隣に比べて広い（100坪以上）　●臭気・土壌汚染がある　

●線路や踏切に接している　●墓地に隣接している

●土地計画道路予定地　●土地区画整理事業地　●埋蔵文化財宝蔵地

●水路に面している　●鳥居や祠がある　

●空中に高圧線が通っている　●実際の土地の面積が登記簿より小さい　

●敷地に他の人が使っている私道がある　など

相続税還付の試算も行なっています！
まずはお気軽にお尋ねください。

（費用は無料）

同じ土地でも税理士により評価が
こんなに違う場合があります！

土
地
評
価
を
見
直
し
ま
せ
ん
か
。

kaurakeksit

原寸大

近隣に比べて広めの土地
（100坪以上）　

最大

65％OFF
になることも!!
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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
2021年3月
1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（　　　　　　　　　　　　）

■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／2019年4月30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。

50号記念
読者プレゼント！Present 左のハガキに必要事項をご記入いただき
裏面のアンケートにご記入ください。

〈
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］

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

愛らしい姿とユーモアあふれる言葉で世界中のファンを魅了するムー

ミンとそのなかまたち。フィンランドを代表する芸術家、トーべ・ヤンソン

（1914年～2001年）が生みだした「ムーミン」シリーズは、小説、絵本、

新聞連載コミック、アニメ、商品などさまざまなかたちで親しまれてい

ます。本展では、その多彩なアートと奥深い物語の魅力を、約500

点の展示品で紹介します。ムーミンの小説、絵本の挿絵や表紙を

原画やスケッチで紹介。また、イースターカード、アドベントカレン

ダーの原画、銀行の広告など、小説や絵本では見たことがないムー

ミンとそのなかまたちの多彩な表情にも出会うことができます。

日本フィンランド外交関係樹立100周年記念

ムーミン展 THE ART AND THE STORY

2019.4.9［火］～6.16［日］
森アーツセンターギャラリー

（六本木ヒルズ森タワー52階）

●開館時間／10:00～20:00
　※火曜は17:00まで
　※入館は閉館の30分前まで 

●会期中無休

●入館料（当日・消費税込）／
　一般：1,800円
　中学生・高校生：1,400円
　4歳～小学生：800円
　＊3歳以下入館無料
　＊障がい者手帳をお持ちの方と
　　介助者（1名まで）は、当日料金の半額

●アクセス
・東京メトロ日比谷線「六本木駅」
　1C出口 徒歩3分（コンコースにて直結）
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3出口 徒歩6分
・都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」7出口 徒歩9分
・東京メトロ南北線「麻布十番駅」4出口 徒歩12分
・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5出口 徒歩10分

●お問い合わせ／03-5777-8600（ハローダイヤル）

●https://moomin-art.jp

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

トーベ・ヤンソン《イースターカード原画》
1950年代　グワッシュ、インク・紙

　ムーミンキャラクターズ社

〒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〉

ZEH28B-00976-C

ご希望の
プレゼント A   ・   B   ・   どちらでも可

50号記念としてA・B2種類のプレゼントをご用意しました。

artek Stool 60 Ystävä〈ウスタヴァ〉
（日本×フィンランド外交関係樹立100周年記念モデル）
を2名様にプレゼント！

ムーミン展の招待券（ペア）を5名様プレゼント！

■応募締切2019年4月30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。

A

B

※デザイン・色調等は異なる場合があります。

■幅38㎝×高さ44㎝/座面Φ35cm
■材質：バーチ突板、ラミネート、リノリウム
※簡易組み立て式
   （脚部を木ネジで固定する簡単な構造）

Design：Alva Aalto

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2018

特別優秀賞＋特別優秀企業賞

W受賞
（2018年実績にて2019年3月に受賞）
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