
秀麗なフルオーダーキッチンで際立つ
木の上質感に抱かれた味わい深い佇まい。

Informationiハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019
　　　　　 　6年連続受賞記念ご紹介キャンペーン！

Tastiness & Splendiferous j東京都・O邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ パブロヴァ

Exhibition iオラファー・エリアソン
　　　　　　　ときに川は橋となる

P r e s e n t i Dansk（ダンスク）コベンスタイル両手鍋18cmを
                      2名様にプレゼント！
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松岡 厚志さん（株）ハイモジモジ代表

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

SPRING-2020 Vol.544%.s[$快適生活情報誌

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

北欧スタイルにフィットする
オリジナルキッチン登場！

S c a n d i n a v i a n  c o l o r f u l  d e s i g n



〈明るく昼が長い夏〉と〈暗くて寒い冬〉…

相反する四季が繰り返される北欧。

室内で快適に過ごす工夫が北欧デザインの原点です。

そして明るくカラフルな色彩と遊び心も

注目される特徴のひとつ。

そんなカラフルな北欧を探しに

色彩の旅へ出掛けましょう。

feature特集

＊記載されている商品のデザイン・色調等は実際と異なる場合があります。また金額は参考価格で、販売価格とは異なる場合もあります。金額は税別表示です。1

S c a n d i n a v i a n  c o l o r f u l  d e s i g n

Minimal

Natural

Functional
Warmth

Light&Shadow

北欧デザイン

5の特徴

マルチカラー（多色配色）は、

ナチュラルやモノトーンに

鮮やかさとメリハリを与えます。

ただし、多用しすぎると

雑多でまとまりのない印象になり

色彩の統一感を意識しながら

ポイントで使うのがおすすめです。

Multicolor

太陽・火を連想させる赤。

活力や情熱を象徴する

エネルギー色は活気や暖かさを

感じさせ、会話や食欲を促すので

キッチン・ダイニングに

差し色としてインテリアに

取り入れたい色です。

Red

紅葉や収穫・果物など、

食を連想させるオレンジ。

陽気な躍動感に満ち、

コミュニケーションを促します。

ナチュラルカラーやブラウンとの

相性もよく、食空間や人が集う

LDKに取り入れたい色です。

Orange

Livingly

DNAマルチカラー
モビール

Design:Louise Helmersen

●約H140cm（本体：W10×H40cm）
●フェルト・糸・針金

HAY

Colour Notes カラーノーツ

Design:Scholten & Baijings

●φ5.5×H0.3cm ●紙　各￥900

遊び心のある

インテリアにしたくなる

幾何学的な付箋！

風にやさしく揺らめき

空間に彩りを添える

フェルトカラーボール。

子供部屋にピッタリ！

￥6,500

Design:
Aino-Maija Metsola

Design:Maija Isola

marimekko

Pieni Unikkoクッションカバー
●W50.5×H50.5cm  ●コットン100％

赤の明暗で

描き出した

ウニッコ柄！

￥7,000

Fritz Hansen

Design:Arne Jacobsen

包み込まれる心地よさ。

ラウンジチェアの傑作EGGチェア！

エッグチェア
●W86×D79-95×H107×SH37cm
●コールドキュアポリウレタンフォーム強化グラスファイバー・スチール（サテン仕上げ） ￥782,000

Design:Maija Isola

Louis Poulsen

AJ Tableランプ
●W16.2×H54.5cm  
●スティール

ヤコブセンの

デザイン哲学を

凝縮した

ミニマルデザイン。

￥108,000

Design:Arne Jacobsen

Kvadrat

ラフシモンズ
クッション
●W45×H45cm  
●ウール 58％・ビスコー 25％・リネン8％・ナイロン5％・
　ポリエステル4％（中材：スモールフェザー100％）

ファブリックで

北欧デザイン

をリードする

クヴァドラの

最上級

クッション！

￥20,000

Design:Raf Simons

Sunniva

Livingly

Leaf red モビール
●H約60×W最大26cm ●紙

風に揺らぐ赤い木の葉。

リビングなど

空間のアクセントに！

￥3,800

Design:Anni & Bent Knudsen

Rusty Red

iittala
ミニマルデザイン

の結晶。

Design:Kaj Franck

stelton

バキュームジャグ
●W16.8×φ10.5×H30cm・1.0L  
●ABS樹脂・ソーダ石灰ガラス他

シンプルデザインと

優れた保温力！

￥9,000

Design:Erik Magunussen

eva solo

保温ジャグ
●φ15.8×H29.5cm・1.0L
●ポリプロピレン・
　ポリエチレン・シリコン・
　ステンレススチール・耐熱ガラス

優美な曲線美は

テーブルの主役！

￥7,000

Design:Ciaus Jensen 
　　　　& Henrik Holbak

Lucie kaas

ロータスボウル
●φ12×H5cm  ●陶器

人気のキャサリンホルムのロータス柄が

陶器で生まれ変わった。

普遍的な美しさと耐久性・実用性。

ミニマルデザインの結晶。

￥3,400

Design:Arne Clausen

Dansk

コベンスタイル 両手鍋
●φ18.5×W25.5×H11.9cm ・2.2L 
●ホーロー

キッチン・ダイニングに北欧スタイルを！

￥15,000

Design:Hans Bolling

ARCHITECTMADE

Discus Large
●W48×D35×H23cm  ●パイン材

アーティスティックな

鳥のオブジェ！

￥12,000

Design:
Hans Bolling

Teema
ボウル15cm
●φ151×H5.5cm  
●磁器

Teema
スクエアプレート
●W16×D16×H4.5cm  ●磁器

￥2,800

￥4,300

Muuto

Restore storage basket
●W48×D35×H23cm  ●ポリマーフェルト

柔らかな雰囲気と優れた耐久性。

生まれ変わったリサイクルPETボトル！

￥17,000

Design:Mika Tolvanen

バード コアジサシ クランベリー
●W11×H7.5cm  ●無鉛ガラス

リビングを彩る

クランベリーの

かわいい小鳥！

￥12,000

Design:Oiva Toikka

Hoptimist

Baby Bimble
●W5×D6×H6.5cm  ●プラスチック

愛らしい動きに

心なごむ

遊び心溢れる

手づくり

オーナメント！

￥2,200

Design:
Hans Gustav Ehrenreich

LE KLINT

Swirl 3 Copper M ペンダントライト
●φ40×H35cm  
●プラスチックペーパー・アクリル ￥70,000

Design:Øivind Slaatto

Copper

louis poulsen

PH 5 ペンダントライト（オレンジグラデーション）
●φ50×H26.7×コード長150cm

究極の機能美で

あかりをデザイン。

北欧照明の名品！

￥104,000

Design:
Poul Henningsen

Orange Gradation

MoMA Raawii Strøm Collection

ベースS・M
●S:φ12×H16cm・M:φ18×H24cm ●陶器  

Design:
Nicholai Wiig Hansen

audiopro

ADDON T3 
ポータブルBluetoothスピーカー
●W21.5×D11.5×H13.5cm  
●ウーファー1×3.5inch  ●最大連続再生30時間

澄んだ高音と深い低音。

シンブルなフォルムのポータブルスピーカー！

￥48,000

TIME M 砂時計
●W5.5×H14.5cm  
●ガラス・砂（15分）

ゆっくりと時を刻む

ガラスと砂の

美しいグラデーション！

￥3,570

AAC22チェア
●W59×D52×H79（SH46）cm  
●ポリプロピレン・オーク材 ￥3,570

Design:
Edholm Ullenius

Burn Orange

essey

BinBinダストボックス
●W30×H35cm ・15L ●高密度ポリエチレン

遊び心を

カタチにした

キャッチーな

ダストボックス！

￥4,500

Design:John Brauer

Rose

Design:Alvar Aaltoartek

About a chair―
と名付けられた

抜群の座り心地！

HAY

￥27,000

STOOL 60
パイミオカラー
●φ38×H44cm
●バーチ材

Design:Hee Welling

Vitra

パントンチェア
●W50×D61×H83・SH37cm  
●ポリプロピレン（マット仕上げ）

プラスチックの一体成型による

ミッドセンチュリーの名作！

￥32,000

Design:Vernar Panton

Tangerine

S￥6,800
M￥12,300

Orange

Vilhelm Lundstrøm
の静物画から

インスピレーション！

Orange

Warm Orange

Orange

Red

Red
Red

Red

Red
Red

RedRed

渦を巻いたフォルムと透過光・散乱光が

美しい光の造形を描き出す！

暮らしに取り入れてみませんか！北欧のカラフルインテリア

壁面にオレンジの

アクセントウォールを採用し、

イエローのペンダントライト、

無垢のダイニングテーブル、

椅子の明るいブラウンとともに

色調も調和した

明るいダイニング！

オレンジが差し色の
明るい雰囲気の
ダイニングルーム！ ジューテックホーム

施工例

ダイニング

北欧の住まいは、白を基調にシンプルな色調、アースカラーやグレー・ペイルトーンが

かつての主流でしたが、ビビットな色を上手く取り入れるのが最近はトレンドになっています。

〈カラフルな色彩〉は、これからの北欧デザインの重要な要素といえるでしょう。

削ぎ落とされた機能美＝シンプルさと
耐久性、そして調和も意識。

自然をモチーフにしたものが多く、
自然の素材を巧みに活用。

プロダクトの基本、機能性。使いやすさ
とともに安全性・収納性も考慮。

光もデザインの要素のひとつ。
陰影〈光〉を意識したデザインも特徴。

あたたかみ＝ほっこりする心地よさ。
底流にあるハンドメイド感覚。Colorful

暮らしに活かす色彩のハーモニー。
心理的作用も注目されています。

空間のイメージ

まずは、どのような雰囲気の空間に

するのか、全体像をイメージしてみ

てください。ナチュラルモダン、スタ

イリッシュモダン、インダストリアル、

アメリカンスタイル、和モダンなど、

全体のイメージを決定します。

ベースカラー
〈壁・床・天井〉

空間のベースとなる重要なカラー。

基本になるのは白やグレートーン。

またはペイルトーンやアースカラー

などあまり主張しない色が一般的。

ベースカラーを意識して選ぶ従属色。

アソートカラーによって、空間の印象

も大きく変わります。自然で落ち着い

た雰囲気なら彩度を抑えた同系色。

メリハリのある

個性的空間なら

反対色で構成。

アソートカラー
〈ドア・家具・カーテン・ラグ等〉

インテリアに色を添えるアクセントカ

ラー。季節感を表現したり、部屋ごと

に個性を演出したり、雑貨などで容易

に雰囲気を変えることができます。

雑然としないように、

色の取り合わせ

には注意が必要。

アクセントカラー
〈クッション・ファブリック・雑貨等〉

色には進出色と後退色があり、色使いによって空間の印象も変わります。そこで空間を

ひろく見せる色使いについて考えてみましょう。

①天井・壁面を床よりも明るい色にすると、空間に広がりが生まれます。

②壁の一面に後退色のアソートカラーを使うことで奥行感を演出。（＊　）

③カーテンや家具を天井・壁面と同じトーンにすると部屋が広く見えます。

④壁面に柄を使用する場合は大柄より、細かな柄の方がひろがり感がでます。

色彩で空間をひろく見せる工夫！

統計によると、事故が発生しやす
い車体の色はブルーだそうです。
これは波長の短い色（後退色）
が実際よりも遠くに感じられ、距
離感にズレが生じるからだと言わ
れています。

色がメージする重さの感覚は、明度に比例します。同じ大きさや

カタチでも黒と白では抱くイメージも異なります。暗い色ほど

重たい印象を受け、明るい色ほど軽く感じます。

床をダークな色調にすると安定感や落ち着いた印象になり、

逆に天井がダークな色調だと圧迫感は否めないものの、

引き締まったスタイリッシュな印象になります。（＊　）

色に隠された重量感！

後退色の色彩トリック！

後退色にして奥行き感を演出。オレンジよりもブルーの方が部屋の奥行きを感じませんか？ 天井と床の色を入れ替えた場合の印象。天井が明るい方が開放的に感じられます。

心理状態や気分に大きく影響する色彩。たとえば赤は購買意欲を高め、購入動機の理由の上位

にあがります。同様に赤・オレンジ・イエローなど暖色系は食欲を促し、ダイニングに暖色系を取

り入れると美味しさと活気を与えます。一方、ダイエットをしている人には、食欲を減退させる青・

パープルなどの寒色系の食器・テーブルクロスを使うと一定の効果があるようです。

色彩の心理作用を暮らしに活かす！

20～30％60～75％ 5～15％全体の色の割合

壁の一面をブルーにして、ひろがりと落ち着き感を。

白い天井・壁面とダークカラーの床は、安定感と
開放感のある住まいの基本。

始めましょう！住まいの色彩計画

normann COPENHAGEN

Watch Me Wall Clock 壁掛け時計

Design:
Rasmus Gottliebsen

●φ28.5cm ●アルミニウム（パウダーコーティング）単3×1

マルチカラー

￥3,000

色見本帳から着想。

鮮やかな

色彩時計！

marimekko
UNIKKO

Design:
Marianne Westman

almedahls
Belle Amie

marimekko
JUHANNUSTAIKA

2



Scandinavian Tray 
Collection

トレイスタンドセット
●φ38cm・スタンドW33×D33×H42.5cm 
●白樺合板（メラミンコーティング）・スチール ￥10,000

Design:
Maria Holmer 
Dahlgren

室内でも、屋外でも、

使い方いろいろ！ Yellow

Q1

世界で最も

高価な色と言われ、

かつて金よりも価値があり、

珍重された色（顔料）は？
ヒント！

画家フェルメールが多用したことから
〈フェルメールブルー〉とも呼ばれています。

Q2

産業革命の頃は

世界の銅産出の2／3を

誇っていたファールン鉱山。

その副産物の酸化鉄

ファルーン・レッド（べんがら）

は顔料として建物の

外装に使われました。

世界遺産に登録されている

ファールン鉱山があるのは

スウェーデンの何地方？
ヒント！

馬の伝統工芸品でも知られています。

Q3

北欧の国々の国旗は、

いずれもスカンディナヴィア・

クロス（十字）のデザイン

ですが、それぞれの色に

想いが込められています。
たとえば、スウェーデンの黄色＝

黄金・太陽（キリスト教・自由独立）、
デンマークの赤＝祖国愛・勇気
ノルウェーの赤＝情熱　など、

では、フィンランド国旗の白は

何を表しているでしょう？
ヒント！

冬の風景をイメージしてみると…。

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。

温かい料理もそのままテーブルへ。

食卓を楽しくするデンマークの

Dansk（ダンスク）コベンスタイル

両手鍋18cmを2名様にプレゼント！

ちょっと手を休めて、
色彩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。

ここで、ちょっと
ひとやすみ！

4＊記載されている商品のデザイン・色調等は実際と異なる場合があります。また金額は参考価格で、販売価格とは異なる場合もあります。金額は税別表示です。

ポジティブで快活、知性を刺激し

集中力を高める黄色。LDKや子供

部屋に差し色としてポイントで

使うのがおすすめ。相性の良い色

はグレー、ブルー、アンバーなどで、

膨張色で強いためシンプルに。

配色には注意が必要です。

Yellow
空や海を連想させ、沈静作用や

リラックス効果があるブルー。

空間を広く見せ、気分が落ち着き、

睡眠を整える寝室にぴったり。

壁面をスモーキー、グレイッシュに、

インテリアにブルーの濃淡を使う

と洗練された空間が生まれます。

B lu e

優しさを届けてくれるピンクには、

疲労感を和らげてくれる作用も

あります。好みがはっきり分かれる

ので、彩度を抑えた淡色から取り

入れてみましょう。共有スペースは

モノトーンやダークトーンとの

コーディネートがおすすめです。

P i n k

Fritz Hansen

ドロップチェア
●W45.5×W54.5×H88.5×SH46cm 
●ABS樹脂・強化ナイロン樹脂・
　スチールパイプ製クローム

温かみのある

小粋なフォルム。

50年以上の深い

眠りから目覚て復刻！

￥38,000

Design:Arne Jacobsen

DESIGN HOUSE stockholm

kauniste

Potpourriクッションカバー
●W47×D47cm 
●麻55%・コットン45%（ジッパー付） ￥3,200

Design:Matti Pikkujamsa

Red

Design:Jarkko Kallio

Finlayson
NOSTE

森・植物をイメージさせる癒しの

グリーンは、リラックス空間に取り

入れたい色。やすらぎと落ち着い

た心地良さを与えます。木肌との

相性も抜群。原色はポイントで、

大きな面積の場合は彩度を抑え

落ち着いた色合いがおすすめ。

Green

洗練された気品と想像力を促す

パープル。上品なイメージですが、

コーディネートが難しい色です。

ホワイト、グレーなどモノトーンとの

相性が良く、ネイビー、イエロー、

ピンクとの個性的な演出も魅力。

まずは部分的に取り入れましょう。

Purple

Gen-Z Yellow

ポプリの

花々が集う。

ナチュラル

ファブリック！

斬新で好奇心をくすぐる遊び心。

ニットチューブを編み込んだクッション！

ノットクッション
●30×15×30cm 
●ウール50％・アクリル50％（中材：ポリエステル100％）￥11,000

Yellow

HAY

DLM
サイドテーブル
●φ38cm×H44cm・取っ手までH58cm
●スチール（パウダーコート） ￥23,000

Design:Thomas Bentzen

さりげなくそばに

Don't Leave Me ――

私を置いていかないで

という名の小さなテーブル！

UMAGE

Carmina mini
トリポッド・フロアライト
●φ38cm×H132cm  ●PP・アクリル ￥21,500

Design:William Ravn

ドレスのような、花のような美しさ。リビングを彩る華！

Yellow

marimekko

Varvunraitaクッションカバー
●W50×D50cm ●コットン100% ￥5,000

Design:
Vuokko Eskolin Nurmesniemi

繊細な

小枝を模した

ストライプ柄。

リビングに

鮮やかな緑の

アクセントを

添える！

Green

eva solo

コースター4枚セット
●W9.5×D9.5×H0.8cm ●シリコン・ステンレススチール

￥5,000

Design:
Ciaus Jensen & 
Henrik Holbak

シンプルで

機能的。

テーブルに

グリーンの

アクセント！

Green

リンドベリの

人気デザイン

ベルサの

復刻版！

Georg Jensen

アルフレドベース
●φ22.3×H25cm  ●ハンドメイドガラス ￥5,000

Design:Alfredo Häberli

吹きガラスの

手法で生み出される

有機的曲線美の

結晶！

Light Green

normann COPENHAGEN

ブリリアント・ボックス（ガラスキャニスター）
●W8.6×D8.6×H6cm・354g ●ガラス ￥4,000

Design:Simon Legald

宝石のように

美しいガラスの

小物入れ！

Turquoise

Eero Aarnio

Puppyパピー
●S/W42.5×D26×H34.5×SH23.5cm・1.7kg
●M/W56.5×D34×H45×SH30.5cm・2.8kg 
●ポリエチレン

￥8,600
￥18,000

Design:
Eero Aarnio

抽象的な

かわいい犬。

子供部屋や

リビングで

手軽に

飼えます！

Green

Mini フラワーベース
●φ5×H5.5cm ●ガラス ￥3,850

Design:
Carina Seth-Andersson

丸みを帯びた

鮮やかな存在感。

小さく愛らしい

マリメッコの

一輪挿し！

Green

Gustavsberg

Bersaプレート
●φ17.5×H2cm ●磁器 ￥7,000

Design:
Stig Lindberg

Greenヤコブセン自らが選んだ

特別なグリーン。

限定復刻版

として登場！

ROSENDAHL

Table Clock Station Limited Edition
●W11×D6×H12cm 
●プラスチック・ステンレススチール・アクリル ￥16,000

Design:Arne Jacobsen

Green

Bang & Olufsen

BeoSound Shapeスピーカーシステム
壁取り付け式（Bluetoothワイヤレス）
●スピーカーW36.4×D32×H11.1cm ●布製・複合素材

Design:Øivind Alexander Slaatto

アーティスティックで

極上のサウンド。

壁面を奏でる

独創的で

フレキシブルな

高音質のモジュラー式

スピーカーシステム！

muuto

ソケットペンダントランプ（ヌードランプ）
●φ12.5×H23cm・コード長1.5m 
●プラスチック・シリコン ￥21,800

スターモビール7個入
●φ16×D4cm（1個のサイズ） 
●紙・糸
￥3,400

Design:Mattias Stalbom

ソケットの美しさに

フォーカスした

シンプルデザイン！

Jonas Lindholm

macaronセラミックケース
●φ7×H3cm ●磁器 ￥4,000

Design:Jonas Lindholm

使い方いろいろ。マカロンのような可愛い

蓋付のセラミックケース！

Kahler

Sparedyr貯金箱
●W16.2×D7.7×H14.8cm ●陶器 ￥7,000

Design:Nils Kahler

遊び心いっぱい

ユーモラスな

マネーバンク！

Yellow

ARABIA

Sunnuntaiプレート21cm
●φ21×H2.8cm ●磁器 ￥3,800

Design:Birger Kaipiainen

気軽に

デイリー使い。

レトロポップ

な食卓！

Sahara × White

Design:Ragnhei  ur Ösp Sigur  ardóttir

Mustard

Louis Poulsen

パンテラミニテーブル21cm
●φ25×H33.5cm・コード長2.5m 
●乳白アクリル・アルミ ￥52,000

Design:Verner Panton

鮮やかな色彩の

有機的フォルム。

テーブル・窓辺・棚など

省スペースに！

Yellow

Kvadrat

Cloudsウォールオブジェ8P
●W48×H29cm（1ピース） ●ウール100%
　　　　●パネル本体・特殊ラバーバンド・
　　　　　取付用金具・取扱説明書

8ピース
￥67,700

Design:
Ronan & Erwan Bouroullec

連結することで、3次元の形状を生み出し

天井や壁面を彩るカラフルな

ウォールオブジェ！

〈全8色〉

部屋にまたたく

青い星形モビール！

Green Yellow

Moss Green

スピーカー（ペア）￥69,000・カバー（Kvadrat製）1点￥22,000

淡いグリーンで
やすらぎ感を！

Dark Green

MATEUS

ベーシック ケーキスタンド
●φ33×H9.5cm ●陶器

Design:
Teresa Lundahl＋
Filippa Lundahl

ファッショナブルで、ハンドメイドの風合い。

新感覚テーブルウェア！

Purple

Vitra

Amoebeチェア
●W62×D86×H82cm ●ポリプロピレン・フォーム

￥146,000

￥146,000

オイスター
ボウル（丸深皿） 
●φ24×H5cm ●陶器
￥5,900

レースエスプレッソカップ
●φ6.8×H7 ●陶器 ￥2,800

Design:Verner Panton

彫刻的アプローチによる

ゆるやかな有機的形状と

やさしく包み込まれる

座り心地！

Purple

シンプルでユニークな表情。

リビング、寝室、子供部屋、玄関など

場所を問わず活躍！

normann COPENHAGEN

Sumoスツール
●W65×D45×H40cm ●ファブリック・アッシュ材

￥135,000

Design:Simon Legald

壁面・天井に落ちついた

淡いグリーンを採用した

やすらぎ感のある子供部屋。

床のフローリングや白いチェスト

にも馴染んで、心地よい空間に！

グリーンは心身のバランスを整えてくれるので

子供部屋にもピッタリ。部屋で勉強する場合は

アクセントカラーとして採用したいのが

オレンジやイエロー（学習意欲の向上）、

ブルー（集中力を高める）など、

学習効果を高めてくれるのでおすすめです。

ジューテックホーム
施工例

子供部屋

パープルが映える
上質感！

白い壁面に

グレイッシュタイルの床、

モノトーンの色調に

ヤコブセンのエッグチェアの

アクセントカラーが映える

ルイス・ポールセンの間接照明とも相まって

くつろぎ感に満たされた上質の空間に！

ジューテックホーム
施工例

リビング

Blue×Gray
（リバーシブル）

Livingly

Navy Blue

ミッドナイトブルーの
落ち着いた空間美！
ミッドナイトブルーの壁面に、

ホワイトの洗面化粧台、

床にはポルトガル製のブルータイルが

セレクトされ、清楚で上質感溢れる洗面室。

ジューテックホーム
施工例

洗面室

Northern

Dokkaペンダント・ランプ
●φ16.5×H24.5cm・全長1.787m 
●真鍮（鋼塗装仕上） ￥55,000

Design:Birger Dahl

スカートの

シェイブのような

優美なライン！

Petrol Blue

HAY

Élémentaireチェア
●W42×D49.5×H79.5cm ●ポリプロピレン ￥19,000

Design:
Ronan＆Erwan Bouroullec 

室内外で

多用途に使える

繊細で丈夫な

普段使いの椅子！

Blue Grey

iittala

Alvar Aalto Collectionベース
●W19.5×H16cm ●ガラス ￥25,000

Design:Alvar Aalto

フィンランドの

海や湖を

イメージさせる

〈シーブルー〉

アアルトの名品が

2019年のテーマカラーで登場！ Sea Blue

Holmegaard

Floraベース
●12cmサイズφ8.4×H12cm/24cmサイズφ16.4×H24cm 
●ガラス ￥3,000/7,000

Design:
Louise Campbell

シンプルで

特徴的フォルム。

花を引き立てる

ロングセラー

フラワーベース！

Blue

Lyngby Porcelean

Lyngbyフラワーベース
●φ7.5×H15cm ●磁器 ￥10,000

Design:Lyngby Porcelean

シンプル&エレガント。

リブ模様が美しい

フラワーベース！

Midnight Blue

Sketch

PODソファ
●W78×D78×H73×SH40cm 
●パイン材・MDF・Sバネ・高密度ウレタンフォーム

￥109,000

Design:Morten Georgsen

キュートで

洗練された表情、

抜群の座り心地。

豊富なカラー

バリエーション！
Midnight Blue＋Black

シェルピンクの

シンプルな

ディテールが

上品に時を告げる！

Muoto2

Kiekko掛け時計
●φ27×D3cm ●バーチ材・高圧ラミネート ￥23,600

Design:Kirsi Pasanen＆Mikko Kentta

ゴールドの真鍮リングのベースに

ガラスの球体をのせた

エレガントな

フラワーベース！

AYTM

GLOBEベース
●φ10×H10cm ●ガラス・真鍮 ￥6,300

化粧台をモチーフにした

やわらかなシルエット！

normann COPENHAGEN

Flip Mirror Blush卓上ミラー
●W28×D19.5×H34.5cm ●スチール・ガラスミラー

￥13,500

Design:Javier Moreno Studio

UMAGE

Clava Dineランプシェード（シェードのみ）
●φ43×H28cm 
●アルミニウム

￥24,390

Design:
Søren Ravn Christensen

レトロとモダンデザインが融合した

エレガントなランプシェード。

Red Earth

Shell

Pink/Gold

Pink

やさしいピンクで
フェミニンな空間に！
幸福感をもたらしてくれる

パステルトーンのピンク色。

白木のフローリングに

ベンチとベッドまわりの白、

天井の淡いパープルで

色調に変化を

付けています。

ジューテックホーム
施工例

子供部屋

カラードアは手軽な
アクセントカラー！
ドア一枚で部屋の印象が大きく変わります。

多彩なカラーバリエーションの中からセレクト

された子供部屋。素敵な雰囲気になりました！

ジューテックホーム
施工例

ロフト

ジューテックホーム
施工例

子供部屋

空を再現した

ロフトの天井。

空間にひろがりも

生まれました。
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feature特集

〈カラフルな色彩の世界〉いかが

でしたか。色彩は濃淡・彩度、組み

合わせによる印象、視覚的効果や

心理作用など、さまざまな状況を

考慮しなければなりません。また

ライフスタイル、好みもそれぞれ。

知識・センスも求められます。

住まいづくりやインテリアなどの

色彩を意識した空間コーディネー

トについても、ジューテックホーム

までお気軽にご相談ください。

Design:Björk-Forth

ARVIDSSONS TEXTIL
Denice

Design:Björk-Forth

Finlayson
NEIDOT

Design:Erja Hirvi

marimekko
Lumimarja

Design:Kirsi Sundell

kinnamark
ESTHER



ホワイト基調に木目調格子のバルコニーがアクセントの外観。

室内はフルオーダーのペニンシュラ型キッチンが

秀麗な家具の装いで存在感を放っている。

天井高2.6Mのひろびろとした1階空間は

キッチンからシューズインクローゼットまで続く裏動線で

空間美と暮らしやすさに配慮されている。

適所に配された木の美しさが

心地よく味わい深い住まいへと結実した。
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■敷地面積／111.73m2（33.79坪）

■延床面積／109.18m2（33.02坪）

■1階面積／  54.65m2（16.53坪）

■2階面積／  54.53m2（16.49坪）

■小屋裏面積／  21.74m2（  6.57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

暮らしを潤す

工夫と細やかな提案。

キッチンからパントリー、シューズクローゼットと一直

線で結ばれた快適な裏動線。2階は〈北側斜線の

天井高の制約〉という建築上の悪条件も造作洗

面化粧台とトップライト、巧みな収納プランで快適な

サニタリーゾーンに変身。将来2室に仕切ることを

考慮して、洋室に設置された2つのハイドア。金物

工法や制振システムによる強固な地震対策、電気

錠採用で防犯への備えも万全。細やかな暮らし目

線で、安全・安心の住まいづくり、そして将来も見据

えたプランがずっと快適な暮らしを支えてゆく。

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

秀麗なフルオーダーキッチンで際立つ
木の上質感に抱かれた味わい深い佇まい。

美しさと暮らしやすさの

巧みな調和。

5

S t a f f  V o i c e
当初は軽井沢の土地探しから始まっ

たO様の家づくり。ご縁あって都内の

利便性の良い場所に決定！ オーナー

様と一緒に「ONE TEAM」でつくり上

げた「おしゃれで、カッコイイ～」住まい

が完成しました。この度は、当社での

家づくり、ありがとうございました。

建築家のセンスが冴える

グレード感のある住まい。

高気密・高断熱かつデザイン性も重視したい――

確かなビジョンを抱いて住まいづくりに望んだOさん

ご夫妻。そんな想いにアーキペラーゴはまさにピッ

タリの住まいづくりで応えてくれたとOさん。建築家・

インテリアコーディネーターとともに膝を突き合わせ

てプランを練り上げ、優れた住宅性能をベースに

感性豊かなデザイン性を追求。グレード感あふれ

る住まいへと仕上げてゆく。Oさんの想いは細部に

まで的確に反映され、建築家のさまざまな提案を

巧く組み入れることによって、さらにクオリティも高

められた。

天井高2.6M・特別仕様のひろびろとした1階空間

には、全面オリジナル蓄熱式温水床暖房を設置。

ペニンシュラ型フルオーダーキッチンはソリッドカラー

のバックキャビネット、オークの床と見事に調和し、

上質な空間に仕上げられている。ダイニングに隣

接したLABOは、閉塞感のない部分ガラスの扉で

必要に応じて間仕切りも可能。ホワイト基調の空

間には、採光とデザイン性を考慮しストリップ階段を

採用。光のアクセントを添える照明計画、木の心地

よさが随所に活かされ、洗練された温かみのある空

間に仕上げられた。

東京都 O邸

T a s t i n e s s  &  S p l e n d i f e r o u s

収納

洋室

主寝室

階段横には部分ガラスの扉で間仕切り可能なLABOを併設。天井のチーク材が落ち着いた
ナチュラル感を演出。ダイニングをやさしく灯すのはルイスポールセン・トルボーの照明。

UP

DN

河合　祐助
Kawai Yusuke

リビングとDKをゾーニングするストリップ階段は採光と開放感に配慮されている。
さらに天井の一部を下げ、間接照明を埋め込むことにより、光と陰の豊かな表情と奥行き感を演出している。

オリジナル造作洗面化粧台とトップライト、
収納スペースも確保された2階洗面室。

軒裏がオイル仕上のレッドシダーで、雨がかりが
少ない玄関ポーチ。ワイドサイズの電気錠仕様の
玄関ドアを採用。外壁には傘掛けも設置。

玄関脇にはゆったりしたシューズインクロゼット。
パントリー・キッチンへ続く便利な裏動線。

ダイニング

リビング

ホール

高級感漂うキッチンハウス製ペニンシュラ型キッチン。ソリッドカラーのミタモリーゼとオークの床が絶妙のコーディネート。
収納力抜群の幅3.6Mバックキャビネットには間接照明のLEDがビルトインされ、アクセントタイルを上品に照らし出す。
1階全面に設置されたオリジナル蓄熱式温水床暖房で足元からあたたかい。

キ
ッ
チ
ン

L
A
B
O

廊
下

SIC玄
関

バ
ル
コ
ニ
ー

洗面室

WIC

小屋裏収納

UP

DN

小屋裏

外観はモルタル湿式（エンシェントブリックS）を
ベースにしたオリジナル仕様。
メンテナンスフリーの木目調格子のバルコニーが
アクセントを添えている。

シューズインクローゼットからキッチンを望む。上質で大人な雰囲気が漂う
グレイッシュトーンに統一された裏動線には、水まわりを配置。

キッチンからパントリーを経てシューズインクローゼットへと繋がり
考えられた〈裏動線〉で日々 の暮らしもスムーズ。
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第48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。

1978年生まれ。関西学院大学社会学部卒業。
在学中からフリーライターとして、企業の広告記事や社内報、
インタビュー記事を中心に執筆。
2004年、映画上映団体「シネギミック」旗揚げ。
上京後の2010年、デザイン会社「ハイモジモジ」創業。
文房具を中心としたオリジナル商品を企画・開発し、
宣伝から販売まですべてを担当。
2012年、2016年グッドデザイン賞受賞。
2014年より御茶の水美術専門学校非常勤講師。

w w w . h i - m o j i m o j i . c o m /

ネット配信したところ、多くの反響を呼んで、

野外上映会を開催する運びとなった。疑問

から生じた思いが人に共感と行動を促す。

その思いを伝える手段〈言葉〉を術に、在学

中よりフリーランスのライターとして活動し、卒

業3年を経て、拠点を東京へと移す。コピー

ライター糸井重里氏の生き方に影響を受け

たという松岡さん。取材記事やエッセイ、ウェ

ブメディアなどで様 な々コラムも担当する。

しかし、リーマンショックの影響でライターの

仕事にも陰りがさし、その頃、たまたまデザイ

ンフェスタに出品した商品〈LIST-IT（リスト

イット）〉が好評を博し、ハイモジモジを創業。

第一弾商品としてスタートを切った。主力商

品の〈WORKERS'BOX〉は、これまでにありそ

うでなかったワークツール。誕生のきっかけは

夫婦で仕事をしているので煩雑になりがちな

テーブルをいかにラクに整理するかという、

いわば必要に迫られた課題から。当初はファ

イルやケースなどの既製品で解決しようと試

みたものの、ピンとくるものがなかなか見つか

らなかった。そこでプロジェクトごとにまとめて、

放り込んで取り出しもラクなボックス型の収納

ツールをつくることになったという。おかげで

デスクやテーブルまわりも片付き、愛用者から

も使いやすいという感想が多く寄せられてい

る。自分たちが欲しいものをつくる――まさに

必要は発明の母――ヒット作の誕生には、

そんな必要とされているものを、使う目線から

探り当てた使いやすさ、そして使いたくなる

ちょっとしたアイデアとデザインも込められてい

る。愛用者からのフィードバックが活かされ、

シリーズもさらに充実してきた。

　まだ子供が小さいため、普段の暮らしも子

供中心だそうだが、近くの公園やサッカー教

室に行ったりと、その成長を見守りながら家

族で過ごす時間も良い気分転換。朝は豆を

挽いて入れたてのコーヒーを楽しむのが日

課で、夜はお気に入りの海外ドラマでゆった

りと過ごす。そんな暮らしの延長から、膝をポ

ンと打つアイデアが生まれるのかもしれない。

そしてお互い価値観を共有でき、仕事の相

棒でもあるパートナーの存在が、公私におい

て松岡さんを支え続けている。
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暮らしの中から生まれるアイデアと遊び心。

なるほど！ と膝をポンと打つ〈ニーポン〉なモノづくり。

●ハイモジモジの第一弾商品〈LIST-IT（リストイット）〉
　メモして腕に巻ける紙製リストバンド

●〈Memooch（メモーチ）〉トレーシングペーパーの
　リボン型ブローチで、文具でアクセサリーでもある

●カラビナのホールがついた耐水アウトドアメモパッド
　〈TAGGED LIFE GEAR（タグドライフギア）〉

●ハイモジモジの看板猫〈ニーポン〉。営業担当！？

松岡　厚志 Atsushi Matsuoka

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
上質な音楽・本・映画をご紹介。

M

OV
IE

M
US
IC

B

OOK

BOOK 岩田さん

天才プログラマーとして多くの名作ゲームを生み出

し、任天堂の社長としてニンテンドーDSやWiiなど

革新的なゲーム機をプロデュースし、2015年に惜

しくも他界した岩田聡さん。クリエイティブに対する

思いや経営理念、価値観、ポリシー、哲学などが凝

縮された一冊。それまで、ほぼ日刊イトイ新聞に掲

載されたインタビューや対談、任天堂公式ページ

に掲載された「社長が訊く」シリーズから重要なこ

とばを抜粋し、再構成してまとめられた。これから

の時代を生きる人々に贈る〈考え方〉や〈仕組み〉

がぎっしり収められている。

岩田さん: 岩田聡はこんなことを話していた。
●ほぼ日刊イトイ新聞〈著〉、100%ORANGE〈イラスト〉●株式会社ほぼ日・2019年

Movie
女性を見下す無神経な独身男が、ある日、頭を

打って気を失う。意識が戻ると世界が逆転していた。

男性が差別的な扱いを受けながら、せっせと家事

や子育てに奮闘する女尊男卑の世界。戸惑いな

がらも、人気女性作家の助手として働きはじめる

主人公だったが…。男女の立場が逆転した世界

がコミカルにシリアスに描かれた異色コメディ。社

会の女性差別を浮き彫りにするとともに、差別の

多くが立場の違いから生じているという事実にも

気づかされる。

軽い男じゃないのよ
●監督：エレノア・ポートリアット

●キャスト：ヴァンサン・エルバズ、マリー＝ソフィー・フェルダン、ピエール・ベネジット他 
●2018年・フランス・98分〈Netflix〉

　ステーショナリーを中心にオリジナルのプ

ロダクトを企画・開発する〈HI MOJIMOJI〉

の代表・松岡厚志さん。ハイモジモジはプロ

デュース・ネーミングを松岡さんが、デザインを

奥さまの松田綾子さんが担当し、二人三脚

で機能性・デザイン性に優れた遊び心のあ

る魅力的な商品を生み出している。今年で

創業10周年のハイモジモジは、これまでも企

業とのコラボレーションやノベルティなども多

数プロデュースし、紙という素材の持つ質感

や使い勝手を追求し、個性的なステーショ

ナリーを展開し続けている。それらのユニー

クなネーミングや面白いアイデアの原動力は、

なるほど！――と思わず膝（knee）をポンと打

つ〈ニーポン〉な発想。そしてあったらいい

ね――をカタチにする商品展開力だ。

　阪神大震災の直後、兵庫の中核都市で

ある西宮で大学時代を過ごした松岡さん。

文教地区なのに映画館が一軒もないことを

不思議に思い、西宮に映画館をつくるため、

非営利の映画上映団体〈シネギミック〉の活

動を開始する。その思いを記事にまとめて

　

　社会の流れは速く、流行や価値観の変化

も著しい。松岡さんがモノづくりの基本に考

えているのは「信頼感」。商品に求められる

機能とデザインはもちろん、手にして良かった

と思える、商品を介した信頼関係を大切にし

たいという。ひいてはそれが再購入や口コミ

となって、持続的な信頼関係へとつながるの

かもしれない。商品の企画・デザインからプロ

モーションや販売までをほとんど自社で手掛

けているのも、ダイレクトにユーザーとつながる

ことで、より的確に商品の情報を発信でき、そ

の反応もストレートに返ってくる。それを次の

展開へと活かす双方向コミュニケーション。

大手メーカーにはない新たなプロダクトの風

を予感させる〈ハイモジモジ〉。今後も生活を

モノづくりの根幹に据えて、ステーショナリー

からインテリア・収納などの生活全般へとひろ

げたいと語る松岡さん。これからどんなニー

ポン！をカタチにしてくれるのか、〈ハイモジモジ〉

の今後のプロダクトに注目したい。

「紙博 in 東京 vol.4」
●開催日：2020年4月25日（土）～26日（日）
●時間：25日（土）10:00～17:00、26日（日）9:00～17:00
●会場：東京都立産業貿易センター（台東館4階、5階展示室）
詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。

松岡　厚志さん株式会社ハイモジモジ代表

●片付け下手な人の強い味方、ハイモジモジのヒット商品
　〈WORKERS'BOX〉。サイズバリエーションも増殖中！

Je ne suis pas un homme facile

今回は、松岡 厚志さんにセレクトしていただきました。

MUSIC Horse＊Salvatore Ganacci

ボスニア・ヘルツェゴビナ出身でスウェーデン在住、

スウェーデンラジオ人気番組〈THOR radio〉の設

立者のひとり。ビッグルーム、ダンスホール、ポップ

ミュージックを融合させたサウンドと特異なステー

ジパフォーマンスがネットを中心に話題になり、ベ

ルギーで開催の世界最大級のEDM（Electronic 

Dance Music）フェスTomorrowlandでも注目

を集める。動物虐待を風刺した〈Horse〉のミュー

ジックビデオも大きな反響を呼んだ。

Horse（サルバトーレ・ガナッチ） →
http://smarturl.it/SG-Horse



美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
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個人情報保護シート

個人情報保護シート
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北欧スタイルに合ったシステムキッチンにしたいけれど…ピッタリのキッチン

がみつからない！　そんなウェルダンノーブルハウスのお客さまの想いを

カタチにしたジューテックホームのオリジナルキッチン。大手総合建材メー

カー〈EIDAI〉とのコラボレーションで北欧スタイルの住まいにピッタリと

フィットするシステムキッチンが誕生しました。ナチュラルやスタイリッシュ

など、空間の色調や雰囲気に合わせてお選びいただけます。北欧空間を

意識したオリジナルセミオーダーキッチン。北欧スタイルの住まいづ

くり・リフォームをお考えの方に、ぜひおすすめします。

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。 2020SP

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、技術グループ設計担当 杉本　青維さん

るよう自由度の高い、フレキシブルな対応が大きな

特徴。そのため設計管理の業務にもより多くの知

識や経験・判断が求められる。仕事に真摯に向き

合い、重要性を実感しつつ、その仕上がりにも太鼓

判を押す杉本さん。普段は目にすることのできない

施工途中の構造部分もぜひご覧いただきたいと、

仕事に対する思いも熱い。

　杉本さんのプライベートは多彩だ。興味を抱いた

ことは積極的に取り入れ、それを暮らしのピースに

加える。サッカーや最近始めたサーフィンなど活動

的な時間、そしてコーヒー片手にゆったりと音楽・映

画・スポーツ観戦を楽しむくつろぎの時間。動と静

のメリハリある余暇が生活を充実させている。子供

も成長して、人生も折り返しを過ぎた杉本さんは、

これからどう生きて、どう過ごしていくかを模索中。

仕事と余暇のバランス、いかに充実した日々 を過ご

してゆくか、じっくりとこの先の人生を見つめる。

　お客さまや設計士とともに、日々理想の住まい像

を求めて住まいづくりに取り組んでいる杉本さん。

お客さまからの「ありがとう」の言葉や笑顔をいた

だいたときに、何よりのやりがいを感じるという。これ

からもその対応力と責任感で幸せな住まいづくりに

腕をふるってくれるに違いない。

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：音楽鑑賞、映画鑑賞、スポーツ観戦全般
●好きなもの：サッカー、コーヒー

●仕事のモットー：
　明るく楽しく、お客さまの幸せな住まいづくりの
　お手伝いができればと思っております。

●二級建築士、2級建築施工管理技士

●構造部分が住宅性能を左右するので
　「建築途中の建物をぜひご覧ください」と杉本さん

●ビートルズ、ビリージョエルや80年代当時夢中に
　なったヤマハPOPCONの音楽を今も愛聴する

●サッカーチームに所属する杉本さん

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ パブロヴァ46

「パブロヴァ」はロシアのバレエダンサー、Anna Pavlovaの名前に由来し、
優美で軽やかなお菓子はまさにパブロヴァそのもの。ノルウェーでは建国
記念日（5月17日）のナショナルデーに食べられるお菓子として、定着し

ています。 

作り方

材  料

・卵白
・ビートてんさい糖※

・片栗粉
・レモン汁
・塩

2個
55g
小1

小1/2
ひとつまみ

〈トッピング〉
・生クリーム
・ビートてんさい糖
・バニラエッセンス
・ベリー類
　（冷凍ミックスベリーでも可）

120ml
小1

少々
適量

スタッフ通信

2020
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　□暮らしのヒント！　□その他

編集後記

Q1 正解→ウルトラマリン（ラピスラズリ） 
ラピスラズリの顔料で、ツタンカーメンの石棺、クレオパトラのアイシャドーにも使われ、
多くの画家たちの憧れで、高価なために画家を貧乏に追い込んだ色でもありました。

Q2 正解→ダーラナ地方
ファルーン・レッドは木材の保護に有効で、この地方の木造建築の
外装に多く使用され、またダーラナホースの着彩にも使われました。

Q3 正解→雪
ちなみに青は、湖と空を表します。

4ページ
クイズの解答

この冬は暖冬でしたが、新型コロナウイルスの影響で不
安な日々 をお過ごしの方が多いと思います。不安なく
外出できるように事態が一日も早く終息することを願い
ます。モデルハウスはこれから春の装いです。ウイルス
対策をして、皆さまのお越しをお待ちしております。

φ15cmの円形（約4人分）

＊協力／自然焼菓子工房roco

　技術部門で設計管理を担当している杉本青維

さん。建築家や設計士の図面をデザイン・構造両面

からチェックし、設計をトータルに管理する。設計は、

意匠（デザイン・装飾等）と構造（耐震・法制等）の両

面を考慮しなければならない。意匠面については、

その仕上がりがお客さまの目に触れるものの、構造

面は分かりにくい。しかし住まいの安心・安全を支

える極めて重要な部分。だから設計管理はその両

面を最良のカタチで整合させ、お客さまの意向に十

分に応えられているか精査し、問題があれば最善

の解決策を探りあてる大切な役割を担っている。

一般にハウスメーカーでは、設計において一定の

ルールに従いながら、業務が進められるのに対して、

ジューテックホームはあくまでお客さまの希望に沿え

　

WELL REFORM PRESENTS

北欧スタイルにフィットする
オリジナルキッチン登場！

キッチンは、機能など実用面ばかりに目が行きがちです

が、キッチン＝設備といった機能ばかりを重視すると、

キッチンだけが空間の中で浮いた存在になってしまい

ます。そこでリビングやダイニングに融合するキッチン

＝インテリアの視点も重要です。家族とともに多くの

時間を共有する大切な空間。できればキッチンもイン

テリアの一部として考えてはいかがでしょうか。

ご相談・お見積り無料！

ワンポイント
アドバイス！

ジューテックホームでは壁や天井、床、収納などはもちろん、

リビングやダイニングなどとの調和を意識した空間づくりで

様々なスタイルのキッチンリフォームをご提案しています。

お気軽にご相談ください。

北欧空間に溶け込む、家具のような気品！

発祥はニュージーランドあるいはオーストラリアとされていますが、ノルウェーの春の定番ケーキとして定着。
結婚式や洗礼式にも登場する人気のお菓子です。

Pavlova

※やわらかく仕上げたい場合はてんさい糖を
　サックリと仕上げたい場合は粉砂糖を使ってください。

モデルハウスのキッズスペース

Sugimoto　　　Aoi

❶卵白に砂糖を小さじ１と塩を入れ、泡だて器で泡立てる。

❷ある程度泡立ったら残りの砂糖を2～3回に分けて加え、しっかり泡立てる。レモン         
　汁と片栗粉を加え混ぜる。

❸オーブンシートの上に②を取り出し、直径15cmの円形に整える。130℃のオー
　ブンで、約1時間30分～2時間焼き、焼けたらすぐ扉を開けずに、そのまま冷めるまで
　置いておく。

❹生クリームに砂糖とバニラエッセンスを加え、八分立てにする。

❺冷めた③にクリームをのせてベリーをトッピングして出来上がり。

美しく、快適に！
キッチンリフォーム

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
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（　　　　　　　　　　　　）

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／2020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。

温かい料理もそのままキッチンからテーブルへ。

食卓を楽しくしてくれるDansk（ダンスク）のコベ

ンスタイル両手鍋18cmを2名様にプレゼント！

・Dansk（ダンスク）デンマーク
・φ185×W255×H119mm・2.2L・ホーロー製
■応募締切2020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。
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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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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

アイスランド系デンマーク人アーティスト、オラファー・エリアソンの日本

で10年ぶりとなる大規模な個展です。1990年代初めから、写真、彫刻、

ドローイング、インスタレーション、デザイン、建築など、多岐にわたる表

現活動を展開し、アートを介したサステナブルな世界の実現に向けた

試みで、国際的に高い評価を得てきました。タイトルの〈ときに川は橋と

なる〉は、まだ明確になっていないことや目に見えないものが、たしかに

見えるようになるという物事の見方の根本的なシフトを意味し、エリア

ソンの再生可能エネルギーへの関心と気候変動への働きかけを軸に

構成。代表作を含む、多くが国内初公開となる作品の数 で々構成され

ています。大規模なインスタレーション、光と幾何学に対する長年の関

心が反映された彫刻、写真のシリーズ、ドローイングと水彩画、公共

空間への介入をめぐる作品等が展示されます。

オラファー・エリアソン
ときに川は橋となる

2020.3.14［土］～6.14［日］
東京都現代美術館
●開館時間／10:00～18:00
　（展示室入場は閉館の30分前まで）

●休館日／月曜日
　（5月4日は開館）、5月7日

●観覧料（当日・消費税込）／
・一般：1,400円、
・大学生・専門学校生・
　65歳以上1,000円、
・中高生500円、
・小学生以下無料 

●アクセス
・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」
　B2番出口より徒歩9分 
・都営地下鉄大江戸線「清澄白河駅」
　A3番出口より徒歩13分
・東京メトロ東西線「木場駅」
　3番出口より徒歩15分、
　または都営バスで「東京都現代美術館前」下車
・都営地下鉄新宿線「菊川駅」
　A4番出口より徒歩15分、
　または都営バスで「東京都現代美術館前」下車
・駐車場について台数／約90台 1時間300円（以降30分ごとに150円）

●お問い合わせ／03-5777-8600（ハローダイヤル）

●https://www.mot-art-museum.jp

※デザイン・色調等は異なる場合があります。 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

オラファー・エリアソン
《太陽の中心への探査》2017年

Installation view: PKM Gallery, Seoul, 2017
　Photo: Jeon Byung Cheol, 2017

　Courtesy of the artist and PKM Gallery, Seoul
　G 2017 Olafur Eliasson

〒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

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019
6年連続受賞記念ご紹介キャンペーン！
ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019
6年連続受賞記念ご紹介キャンペーン！
省エネルギー性能に優れた住宅を表彰する『ハウス・オブ・ザ・イ
ヤー・イン・エナジー2019』において、今年もジューテックホームは
「特別優秀賞」ならびに「特別優秀企業賞」をダブル受賞しました。
皆様のご愛顧・ご支援に心より御礼申し上げます。そこで感謝の気

持ちを込めて〈6年連続受賞記念ご紹介キャンペーン〉を開催いた
します。これまでに「紹介して喜んでもらった」「紹介してもらって良

かった」等のうれしいお声を多くの方 よ々り頂戴しております。この機

会にぜひ、ご親戚・ご友人・お知り合いを、お気軽にご紹介ください。

皆さまのご参加お待ちしております。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019

特別優秀賞＋
特別優秀企業賞

W受賞
（2019年実績にて2020年3月に受賞）

ご紹介キャンペーンの詳細・ご質問はお気軽に！
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

※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
　50万円以上（税抜）で10万円単位となります。〈ご契約金額50万円（税抜）未満は対象外です〉

注文住宅 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。

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）

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。
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