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NYブルックリンスタイルのヴィンテージ感が冴える
ゆとりのスタイリッシュ空間。

Informationi 良質で洗練された家具をお探しなら
　　　　　　　カンディハウス横浜で！
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北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ドロンマル

P r e s e n t i Arabiaパラティッシのコーヒーカップ＆ソーサー（ブラック）を
                    4名様にプレゼント！ 
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中 西　俊 博さんヴァイオリニスト・作曲家・編曲家

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

住まいの除菌・抗菌・抗ウイルス特集！
〈環境衛生リフォーム〉

AUTUMN-2020 Vol.56
W o r k s p a c e  &  F i k a  t i m e

Exhibition i DOUBLE FANTASY  John & Yoko



コロナウイルスの影響で、私たちの日々 の
暮らしや仕事のスタイルも大きく変化しました。
自宅でのリモートワークも増えてきましたが、
本来はくつろぎ重視の住まい。そこに快適な
仕事空間をどのように共存させれば良いのか…。
そしてオンとオフの切替も大切。
スウェーデンのFikaを取り入れて
効率的に、上手に休息を取りませんか。
ポストコロナ社会も見据えた
快適な仕事空間について探ってみましょう。

シンプルで美しいフォルムの
ウェグナーデザインの名作デスク。
3つの抽斗が特徴。

PP Mobler
Hans J Wegner AT305
●オーク ●W1380×D760×H720mm　　　¥1,833,000円～

Design:Arne Jacobsen

＊他にも工夫次第で素敵なワークスペースに！

　ジューテックホームでは、快適なリモートワーク

　のための空間づくりをサポートしています。

　お客さまの住環境やご要望に応じて多彩な

　ワークルームやワークスペースのリフォームも

　承ります。お気軽にご相談ください。

自宅に仕事環境を
つくる。

くつろぐことに重点がおかれた住まいだから、仕事場としての環境づくりが大切に

なります。もちろん書斎やワークルームなどの独立した個室があれば問題はあり

ませんが、個室がない場合でも1.2㎡以上のスペースがあれば、工夫次第で快適

なワークスペースをつくることが可能です。住まいの空間に応じた快適なワークス

ペースをみてみましょう。（写真はいずれもジューテックホームの施工例です）

共有スペースを快適なワークスペースに。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リビング・ダイニング

カンタンにワークスペースを設けるのなら

リビングやダイニングがおすすめです。

仕事の合間に子育て・家事をしなければ

ならない場合にはとくに便利です。

お子さまの勉強やちょっとした作業など、

家族の共有スペースとしても利用可能。

スペースに余裕があれば、棚やシェルフ、

パーテーションなどを利用すれば、個室

感も演出できます。

Living & Dining

Holl　　　　　　階段ホール・階段下

ホールのちょっとしたスペースもワークコーナーに早変わり。図書コーナーなど家族との

共用スペースとしても活用できます。また階段下のデッドスペースは個室感のあるコンパ

クトなワークスペースとして最適。配置や収納などスペースの有効活用がカギ。

Skip floor　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　スキップフロア

スキップフロアは適度な個室感を備えて

いるため、そのままで書斎感覚の

ハーフクローズドな魅力ある

ワークスペースとして利用できます。

ガラス扉で間仕切りが可能な個室感のあるワークコーナー。木の心地良さに抱かれたダイニングの一角をワークスペースに。

●お問い合わせ／ジューテックホーム（株）
　リフォーム・リノベ営業所　　　0120-206-244

インテリアで魅力的空間に。
リモートワークに必要なアイテムは、職

種や状況によって様々ですが、デスク、

チェア、PC・Wi-Fiなどのデジタル環境

は必須、それにリモートアクセスツール

やコミュニケーションツール（Web会議

システム）などのデジタルツールです。

できればインテリアも考慮して自分好

みの理想の空間にしたいもの――そん

な厳選アイテムをご紹介します。

DESK

Carl Hansen & Søn
AJ52 Society Table
●ウォルナット（オイル仕上）・引き出しユニット付属・レザー
●W1400×D700×H720mm　　　   　　　　　　¥781,000

バウハウス、機能主義、
インダストリアルが
見事に融合したデザイン。

PP Mobler
Architect's Desk PP571
●無垢オーク・スチール
●W1950×D900×H740mm　¥2,520,000

artek
Table 95 Aalto Table half-round
●ウォルナット（オイル仕上）・引き出しユニット付属・レザー
●W1200×D600×H720mm　　　   　　　　　　¥142,000

木とスチール素材が融合した
建築家のためにつくられたウェグナーの
幻の逸品と言われている
名品アーキテクツデスク。

Carl Hansen & Søn
PK52 Professor Desk
●ラミネート天板・スチール
●W1865×D850×H720mm
¥422,000

多目的使用を考慮して
無駄がそぎ落とされた
機能性的フォルム。
ケアホルムのデザイナーとしての
基盤となった名作デスク。

Design:Poul Kjærholm

Design:Hans J Wegner

Design:Alvar Aalto

Skovby #130 Home Desk
●オーク ●W1150×D550×H740mm　　　¥1,833,000円～

クロムフレームテーブルトップ、下にはUSBコネクタ、
引き出し、ケーブル・配線等が収納できる機能性デスク。

Design:SPREAD

Stykka
Desk
●段ボール●W1200×D620×H750mm 
480kr～（¥8,150～ ＊8月20日現在）

リモートワーカー向けの
段ボール製の仕事用デスク。
100%リサイクルが可能で、
ブラウン・ホワイトの2色展開。

アアルトデザインの
半円型コンソールテーブル。
壁に面して設置し
省スペースの
ワークコーナーに最適。
2つ繋げて円形テーブル
としても利用可能。

CHAIR

Fritz Hansen
Series 7 3217
●スチールパイプ（クローム仕上）・成型合板（張地選択可）
●W610×D520×H780-900×SH440-560mm　　¥151,000～

Design:Arne Jacobsen

ヤコブセンの名作セブンチェアの
アームとキャスター付き回転ベースを付属した
バリエーションタイプで、
高さ調整機能も備えワークチェアとして最適。
カラーや張地なども多彩。

Fritz Hansen
NAP arm-chair
●ポリアミド樹脂・スチール（クローム仕上げ、粉体塗装仕上）
●W620×D510×H770×SH770mm　　　                ¥57,000

Pandul
Vip Table Lamp
●アルミニウム・ステンレス・スチール・ポリカーボネート
●W350×H550mm　　　   　　　             ¥176,000

座るポジション―Normal・
Active・Passiveを
頭文字にしたNAP。
座り心地を重視した
背座一体のデザインは
あらゆる姿勢にフィット。
美しいフォルムも魅力。

Design:Kasper Salto

Herman Miller SAYL chair
●熱可塑性ポリウレタン・ナイロン樹脂・ポリプロピレン・
　ウレタンフォーム・ナイロン樹脂・アルミニウム
●W622×D622×H870-984×SH394-508mm　　　 ¥76,000

高機能をコストパフォーマンスで
実現したワークチェア。
吊り橋原理から生まれた
立体の網目・Y字フレームの
優美なフォルムが
快適な座り心地を実現。

Design:Yves Béhar

HÅG Capisco Puls
●ポリプロピレン・アルミニウム・ファブリック
●W700×D700×H925-1090-×SH455-620mm      ¥66,000～

乗馬のサドルシートを
イメージした
独特の形状が長時間の
デスクワークの負担を軽減。
変幻自在な座り方に対応
したエルゴノミクスチェア。

Design:Peter Opsvik

LE KLINT 
Cache Table Lamp
●スチール・プラスチックシート
●φ200×D400×H570mm   ¥100,000～

アルミのクールな釣鐘型の内側に
隠されたレ･クリントのシェードから
やわらかな光が拡散。
スマートデバイスと連携する
Philips Hueに対応。

Design:Aurelien Barbry

Louis Poulsen 
NJP Table
●スチール・プラスチックシート
●シェードφ149×ベースφ220×H880mm
　　　　　　　               　¥54,000～

眩しさを感じないグレア・フリー配光と
ワークライトのフレキシビリティ、
柔らかい間接光が簡潔なデザインで
表現されたタスクライト。

Design:Ooki Sato

Birdy Table Lamp
●アルミニウム・スチール
●W125×D600×H430mm   ¥70,500

細く繊細なフレームに
シャープなシェードは、
まるで水辺に立つ水鳥のような
美しい容姿。
ノルウェーレトロモダンの結晶。

Design:Birger Dahl

Vitra. 04
●ポリアミド樹脂・スチール（クローム仕上げ、粉体塗装仕上）
●W620×D510×H770×SH770mm　　　                ¥57,000

弾力性のあるシートが心地良くフィット。
背座一体シェル・スチールフレームの対比が美しく
長時間でもストレスを感じさせない。

Design:
Maarten Van Severen

:

LIGHT
柔らかなカーブのシェードが特徴。
ミッドセンチュリーの清廉なデザイン。

pelata 
mekko Desk light
●スチール
●シェードφ150×W730×D230×H830mm                     ¥6,000

フィンランド語で〈ドレス〉を意味する
mekko（メッコ）と名付けられた
キュートなデスクライト。
ドレスの裾がふわっと広がったような
シェードが特徴的。

Design:Aurelien Barbry

Louis Poulsen 
VL38 Table
●アルミニウム・真鍮（ヘアライン仕上）・キャストアルミ
●シェードφ140×D320×H400mm          　　　          ¥64,000

有機的なフォルムのシェード・ベースに、
無塗装ヘアライン仕上げの
真鍮製アームをあしらった
デンマーク放送局のために製作された
歴史的デスクランプの復刻版。

Design:
Vilhelm Lauritzen

1 2

長時間座っても
疲れにくい椅子

シェルフ・ワゴンで
使いやすい整理収納

Web会議では
背景も考慮

オープンボードを活用し
資料の見える化

コンセント・配線の
位置・数を確認

効率を高めるスッキリ
快適なデスクスペース

動きやすい
スムーズな配置

オンオフの切替は
空間のセパレート

feature特集

Workspace & Fika t ime

快適な
空間づくり
のポイント

＊記載されている商品のデザイン・色調等は異なる場合もあります。また金額は参考価格で、実際の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。

座る機能美

美しく
　照らす

スキップフロアは個室感と開放感がほど良く調和した
ワークスペースとしても最適な空間。

2階ホールの一部をワークスペースに。

吹抜の開放感を満喫。

窓辺の一角をワークスペースに。

配置・収納を工夫して快適なスペースに。

自作用の型紙はこちら

キッチン脇に設けられた、家事に便利なワークスペース兼スタディコーナー。 収納スペースの一部を有効活用。



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。

アラビア〈パラティッシ〉の
コーヒーカップ＆ソーサーを
4名様にプレゼント！

＊記載されている商品のデザイン・色調等は異なる場合もあります。また金額は参考価格で、実際の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。

人気のルームフレグランス〈リードディフューザー〉。アロマオイルを入れた小瓶に、

リードスティックを挿して置いておくだけ、スティックを通してアロマが自然に空間

に広がります。火を使わないので安全、しかも繰り返し使えます。香りの強弱はス

ティックの本数で調節可能。オンもオフもお好みの香りを楽しんでみませんか。

CLOCK AIR Environment

Fritz Hansen
Series 7 3217

Design:Arne Jacobsenお気に入りの香りで、あなただけのリードディフューザーをつくってみませんか。

Gustavsberg Bersa
●200ml                                       ¥14,500

Gustavsberg Adam
●300ml                                       ¥18,000

Gustavsberg Spisa Ribb
●220ml                                       ¥18,000

Gustavsberg Turtur
●150ml                                       ¥14,500

Rorstrand Mon amie
●140ml                                         ¥7,500

SWEETS

Louis Poulsen 
VL38 Table
●アルミニウム・真鍮（ヘアライン仕上）・キャストアルミ
●シェードφ140×D320×H400mm          　　　          ¥64,000

ちょっと手を休めて、フィーカ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

高い集中力の持続時間は15分と

言われていますが、集中力持続時間

の限界は何分でしょうか？

Q2

コーヒーに含まれるポリフェノールで

抗酸化作用、血糖値上昇を抑え、消化を

助けるとして注目されている成分は？

Q3

〈ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ〉

というバリスタ国際大会が毎年開かれて

いますが、バリスタの競技形式は

どこの国で始まったのでしょうか？

ヒント！ 
一人当たりのコーヒー消費量が世界3位です。

ヒント！ 
健康や美容の機能性表示食品・サプリメントとしても

注目されています。

ヒント！

 サーカディアンリズム（体内時計）が
影響しているそうです。

3 4

LEFF-amsterdam 
BRICK
●ステンレススチール
●W360×D157×H128mm 
¥40,000

レンガ様のシンプルなフォルムが特徴の
クラシックなステンレスの素材感に
フリップタイプの洗練されたデザイン。

Design:Erwin Termaat

Vitra Cone Clock
●金属・アクリルガラス
●W150×D155×H170mm
¥41,000

個性的に時を刻む
アイコニックな
デザインが魅力の
机上アート。

Design:
George Nelson

Jacob Jensen Desk Alarm Clock
●プラスチック・アルミニウム
●W103×D70×H126mm      ¥11,000

シャープなエッジの
効いたフォルム。
直線的デザインと
モノトーンの配色。
アラーム機能付。

Design:Jacob Jensen

Georg Jensen HK Alarm Clock
●ステンレススチール●φ100×D42×H110mm      ¥15,500

機能的で
スタイリッシュ。
普遍的美しさは
デンマーク・
デザインの傑作。

Design:
Henning Koppel

PCがあれば、時計は必要ないと考えが

ちですが、時間を視覚的に認識すること

で、スケジュールや時間配分を意識させ

てくれます。デザイン性に優れた時計は

机上のインテリアとしておすすめです。

リモートワークでもキレイな空気環境は大切。空気の汚れ・

臭いなどは思考を鈍らせ、集中力を妨げて、効率も低下し

ます。換気を心掛けて、空気清浄機などを適切に使用して、

常にキレイな空気環境を心掛けましょう。

Blueair Sense+
●スチール 
●W470×D170×H492mm・11kg
●適用床面積～32m2（20畳）
●推奨フロア面積
　（1時間に5回空気を清浄できる能力）～18m2（11畳）
¥54,500

Electrolux Pure A9
●ABS・スチール・テリレン・合成皮革・紙 
●W325×D325×H590mm・7.9kg
●適用床面積～61m2（37畳）
¥59,800

粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合した
独自の〈HEPASilente（ヘパサイレント）テクノロジー〉で
空気中の有害物質を速く確実に除去。
機能美を極めたWi-Fi対応インテリジェントモデル。
30μmの花粉サイズから
0.1μmのウイルサイズまで除去。

5層構造のフィルター、
ファブリック素材、
レザー調のハンドルなど、
独特な五角形のフォルム。
スパイラル状に空気の流れをつくり
循環させる〈AirSurround〉システム。
0.3μｍの微小な粒子を99.97%
キャッチするHEPAフィルター搭載。
スマホとも連動し、
出先からも操作可能。

Sika Design 
Scent Sticks

〈Pure Silk〉
●ガラス・バンブー 
●φ45×H150mm（120ml）・
　Reed/H310mm　　　　　  ¥3,000

KLINTA 
Reed Diffuser

〈Lemon verbena & Ginger〉
●ガラス・大豆油・エッセンシャルオイル・葦 
●φ42×H69mm（50ml）・Reed/H170mm（10本）            ¥3,800

集中力を高める
柑橘系×スパイシーな
香りでリフレッシュ。

爽やかなレモンの香りと
スパイシーなジンジャー。
力強い爽やかさ。

Torplyktan 
Reed Diffuser

〈Early Dawn〉
●再生ガラス・
　有機大豆ワックス・エッセンシャルオイル・グリコール・アセトン 
●φ45×H110mm（100ml）・・Reed/H255mm（10本）　  ¥5,800

きらきらと輝く
秋の朝の光。
豊かな果実の
実りをイメージした深みと
透明感のある香りで
ディストレス。

空気も快適に。

REED DIFFUSER

●用意するもの
・容器（ガラス製で口が狭まっているもの）容量は50～150ml
・エッセンシャルオイル　・無水エタノール
・リードスティック（ラタン・葦など）5本～　・グリセリン（数滴）
※いずれも香りの専門店等で入手可能です。

●つくり方はカンタン
　容器にエタノール10mlに対して10滴以上
　（50mlの場合は50滴以上）のエッセンシャルオイルを入れ、
　軽く混ぜて、リードスティックを挿すと出来上がり。
　香りの強さはリードスティックの本数で調節してください。

●注意
※アルコールには引火性があり、火気の近くは避けてください。
※妊娠中の方、小さなお子さま、持病をお持ちの方は、
　専門家にご相談ください。
※いずれも好みの香りを使用することが重要です。

香りの空間づくり。

・ローズマリー・ペパーミント・スペアミント・レモングラス

・レモン・スイートオレンジ・ユーカリ・ジュニパー

ワークルーム〈集中力を高めるアロマ〉ON

・カモミールローマン・スイートマジョラム・ゼラニウム

・クラリセージ・ネロリ・ラベンダー・ベルガモット

●ワークタイムにおすすめのブレンド（一例）
　ローズマリー30滴、レモン滴10滴、ペパーミント10滴

寝室・リビング等〈リラックスできるアロマ〉OFF

ワークルームはもろちんですが、
リビング・寝室・玄関・洗面室・トイレなど、場所に応じて
香りを変えてみるのもおすすめです。

Kaff（コーヒー）が語源とされる「お茶す

ること」を意味するFika。一般にスウェー

デンの企業では10時と15時に15分程度

のコーヒー休息が設けられています。

気分転換で頭・目を休めたり、コミュニ

ケーションを円滑にしたり、ストレスを和

らげ、仕事の集中力を高め、パフォーマ

ンスも向上させるフィーカ。日本でも〈リ

モートフィーカ〉が今注目されています。

COFFEE

CUP& 
 SAUCER

北欧諸国のひとりあたりのコーヒー消費量は日本の3
～5倍。お茶のような感覚の〈ノルディックロースト〉と呼
ばれるすっきりフルーティなものが好まれています。コー
ヒーに含まれるカフェインやカフェ酸、アロマ効果が、
疲れを癒し、仕事の効率を高める効果も期待されます。

お気に入りのカップでフィーカタイム。

Design:Stig Lindberg

Arabia Sunnuntai
●280ml                                         ¥5,000

Design:Birger Kaipiainen

Arabia Paratiisi Black
●180ml                                         ¥7,000

Design:Birger Kaipiainen

Arabia Tuokio
●260ml                                         ¥5,500

Design:Heikki Orvola

Kronjyden Relief
●200ml                                        Vintage

Design:Jens H Quistgaard Design:Jens H Quistgaard

Kronjyden Azur
                                                          Vintage

Stavangerflint Nordkapp
                                                         Vintage

Design:Kåre Berven Fjeldsaa

Royal Copenhagen 
Blue Fluted Mega
●240ml                                       ¥12,000

Design:
Karen Kjældgaard-Larsen

iittala 
Teema Mug Dotted Grey
●300ml                                         ¥2,500

Design:Kaj Franck

House of Rym Sprinkle
●220ml                                         ¥2,300

Design:Anna Backlund

Arabia Mainio Sarastus
●170ml                                         ¥3,000

Design:Raija Uosikkinen
marimekko 
Siirtolapuutarha
●200ml                                         ¥2,400

Design:
Maija Louekari

Rorstrand Eden Mug
●340ml                                         ¥3,800

Design:
Sigrid Richter

Design:Stig Lindberg Design:Stig Lindberg Design:Stig Lindberg Design:Marianne Westman

コーヒーでひと息。
孤独感や不安感に陥りやすいリモートワーク。その解決策として、リモートフィーカ

がおおすめ。会話とコーヒーの組み合わせは最高。雑談とコーヒー効果が仕事の

気分転換とともに、インスピレーションを促し、アイデアやひらめきをもたらしてくれ

ます。雑談の中からこそ新たな取り組みのヒントが得られます。

リモートフィーカ

使った後のコーヒーかすを、消臭や汚れ落としなど、暮ら

しに利用して見ませんか。乾燥させて使用してください。

●消臭効果
活性炭の2～5倍もの消臭効果があります。生ゴミ・タバコ・ゴミ
箱・食器棚・冷蔵庫・灰皿・下駄箱・クローゼットの消臭に。

●家庭菜園
雑草を抑え、アリ・ナメクジ・カタツムリ除けに。また肥料ととも
に発酵処理させれば堆肥としても利用可能。

●キッチンで
グラスなどの汚れ落としに。鍋やフライパンに残る強い匂いの
消臭にも。魚を焼いた後のグリルの底に入れて臭い消しに。

●スキンケア〈コーヒースクラブ〉
オリーブオイルとコーヒーかすをペースト状にして、スキンケアに。
セルライト除去効果も。

高い集中力を要する仕事は、1時間通しで続けるよりも、15分を1サイクル

×3で、休憩を挟みながら進めた方が効果が高いことが実証されてい

ます。つまり15分で時間を区切った集中方式によって、効率的で成果

も上がるのだとか。また、その合間に自然の景色・植物などを眺めること

（画像でも可）によって、集中力の急速な

回復を図ることができるそうです。

これは集中力を要する場面で効果的

なので、仕事のみならず会議、学習、

トレーニングなど様々なシーンで

取り入れられています。

人間の集中力は15分周期?!
リモートワークでは仕事のスイッチをオンにすることが大切。空間の色・

光・音・香など、五感に働きかけ仕事モードに。普段の生活を仕事空間

に変えることにより、オンとオフの切り替えもスムーズに。休息時間は

リビングなどのリラックスできる場所を利用しましょう。

集中力を高めて仕事モードに
脳の働きはCO2濃度によって大きく影響され、CO2濃度が低いほど仕事

の効率も上がるそうです。コロナ対策だけでなく、仕事の効率化のため

にも定期的な換気が有効です。その際は空気を流すために2ヶ所を開

放しましょう。もちろん身近に観葉植物を置くのも効果的です。

一般に、都市部の外気の二酸化炭素濃度はおよそ400ppmです。

1,000ppmを越えると思考力・集中力が減退し、3,000ppmを超える

と頭痛・めまい・吐き気などの症状が現れる場合もあります。

ppm＝大気中の分子100万個中にある
対象物質の個数を表す単位

労働安全衛生法では、室内の二酸化炭素濃度が
1000ppm以下になるように空気を浄化しなければ
ならないと定められています。

CO2濃度が効率を左右する?!

集中力を高める五感への刺激！

色＝たとえば、青（想像力）・緑（冷静な対応）・紫（ひらめき）

光＝窓から外光を取り入れたり、昼間の太陽に近い昼光色のライト

音＝ホワイトノイズ（換気扇・空気清浄機・砂嵐音など）・自然音・BGM
　　（BGMは集中力を高める効果は期待できないものの、持続させるのに役立つ）

香＝コーヒーやレモンの香り、集中力を高めるアロマオイルなど

〈コーヒーかす〉捨てていませんか？

フィーカの定番シナモンロール
ラズベリージャムのほろほろクッキー

ハロングロットル

国民的スイーツセムラ

ドロンマルの作り方は9ページをご覧ください

さっくりとした新感覚クッキー
ドロンマル

15分

ここで、ちょっとひとやすみ！

スイーツでちょっと仕事の気分転換！
そんなフィーカの定番のお菓子をご紹介します。
スパイスや食感など、コーヒーのお供にピッタリの味わい！ 
でも食べすぎは禁物。そして糖分は控えめに。

時を意識する。

フィーカの
お菓子4選

f Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

f Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

f Henrik Trygg/
    imagebank.sweden.se



グレーのシャープな表情で

HACO型のスタイリッシュな住まい。

ブルックリンスタイルに統一された室内空間は

インテリアと空間全体が見事に調和し

落ち着いたヴィンテージ感が誘う。

ゆったりとした開放感と心地よさ。

暮らしにやさしい生活動線も相まって

小粋でお洒落な快適空間が誕生した。
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■敷地面積／270.72m2（81.89坪）

■延床面積／138.29m2（41.83坪）

■1階面積／  74.11m2（22.41坪）

■2階面積／  64.18m2（19.41坪）

■構造／木造軸組工法＋2×8（屋根）

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

快適な生活動線と

屋内外に漂うゆったり感。

ガレージからキッチンへダイレクトに繋がり、2階の洗

面室はバルコニーに直結。衣類の収納に便利な

広いウォークインクローゼットも備えている。暮らしや

すさに配慮された快適動線。外遊びやガーデニン

グ、バーベキューなど、開放感に溢れた庭も魅力の

ひとつ。満足な住まいは、これまでの住居の問題点

を検証し、イメージを具体的に伝えることが大切だと

自らの体験を振り返るSさん。それが建築家・担当

者から、的確なアドバイスを引き出すコツでもある。

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

NYブルックリンスタイルのヴィンテージ感が冴える、ゆとりのスタイリッシュ空間。
愛着あるインテリアに抱かれた

ブルックリンスタイル。

5

S t a f f  V o i c e
デザイン関連の仕事をされているS様。

建築会社の取引先も数多くお持ちの

中で、当社での家づくりをお選び頂き

ました。竣工時にお見受けしましたご両

親様の「あの笑顔」が今も忘れられま

せん。有り難うございました。

理想のスタイルを

建築家が自在にカタチづくる。

いずれ実家に戻る予定だったSさんは、お子さまの

誕生と賃貸更新のタイミングもあって、実家敷地内

に別棟の新築住宅を建てることにした。ご両親には

大手のハウスメーカーを勧められたものの、機能性・

デザイン性に加え、自由度が高いジューテックホー

ムのアーキペラーゴの魅力に惹かれたという。デザ

インはご夫婦でイメージの違いもあったが、最終的

にデザインのお仕事をされているご主人の意見に

集約された。担当者の相性にも恵まれて、スムーズ

に進んだ住まいづくり。当初は不安を抱いていた

ご両親も納得の住まいが完成した。

Sさんが一目惚れしたキッチンハウスのキッチン、打

ちっぱなしのコンクリートをイメージした壁紙や黒の

アイアン、ダークカラーの木質感、さらに照明や家具

のテイストも話題のブルックリンスタイルを意識して

揃えられた。ヴィンテージ感に抱かれた落ち着いた

雰囲気で、スタイリッシュと心地よさが調和した空間

に仕上げられた。蓄熱式温水床暖房の利点を活か

して、洗面の床はタイル貼りに。2階フリースペースに

は造り付けのおしゃれな書棚とチョークボードの壁面

が設けられている。愛着あるインテリアに包まれて、

洗練されたリラックスできる空間が魅力的だ。

エントランスゾーンには造作オーダーの手洗いカウンターが設置され
帰宅後すぐに手洗い・うがいで、コロナ対策もバッチリ。

河合　祐助

Sさんが一目惚れしたキッチンハウス製の洗練されたキッチン。
玄関ドアを開くと、吹抜の開放感ある玄関ホール、
奥にはリビングのゆったりとした空間が広がる。
高気密・高断熱＋全面の蓄熱式温水床暖房により
真冬も快適。

2階の明るくゆったりとしたフリースペース。作り付けのおしゃれな書棚と
左の壁面にはマグネット対応のチョークボードも備えている。

アイアンの手すりと照明をアクセントにした明るい階段スペース。

緑鮮やかな庭に抱かれた屋外空間で、さらに暮らしの楽しみも広がる。

洋室主寝室

DN

ダイニング

ファミリークローゼット

フリースペース

UP

玄関

リビング

キ
ッ
チ
ン

ビ
ル
ト
イ
ン
ガ
レ
ー
ジ

吹抜

洗
面
脱
衣
室

インナーバルコニー
（デッキ）

SIC

パントリー 冷

階段下収納

TV

神奈川県 S邸

R e l a x a b l e  &  B r o o k l y n  s t y l e

2階から吹抜の玄関ホールを望む。

グレートーンを基調にしたLDK。
キッチンや照明・家具などに個性が光る。

落ち着いたグレーを基調に
縦長窓をアクセントにシャープでスタイリッシュな外観。

Kawai Yusuke
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第50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。

1956年、東京都生まれ。東京芸術大学卒業。
1985年、ファーストデビューアルバム「不思議な国のバイオリン弾き」
が10万枚を超す大ヒットを記録。以降、クラシック、ジャズ、ポップスなど
多様なジャンルの第一線で活躍。国内外の様 な々アーティストとの
共演も多数、国際的に高く評価されている。手がけたテレビ番組や
CM音楽は150曲を超え、舞台・コンサートの音楽監督としても数多く
携わっている。エレクトリック・ヴァイオリンや多弦ヴァイオリン、エフェ
クターなどを駆使し、ヴァイオリンの枠を超えた表現を追求している。
〈LONDON国際広告賞2000〉にて、
TVオリジナルミュージック部門のファイナリスト受賞。
中西俊博所属事務所／株式会社MUSICIAN

オフィシャルサイト http://couleur.bz/

ポップスや歌謡曲、演歌などを好んで演奏す

るヴァイオリニストは皆無だった。異端児とみ

なされていたそうだが、純粋に心地よい音を

追求してきた結果として、様 な々音楽シーン

で披露したという中西さん。テクニックはもち

ろんのこと、感性豊かな表現力で、ヴァイオリ

ンの音色をジャンルの枠を超えて広めた功

績は大きい。そして活動にさらなる進化をも

たらしたのが、当時はまだほとんど知られて

いなかったエレクトリック・ヴァイオリン。これま

での弦楽器の域を超えた躍動感あるライブ

演奏によって、ヴァイオリンの魅力は大きく広

がる。当初は楽器自体が国内で手に入らな

かったために、自作していたという中西さん。

その後、国内のエレクトリック・ヴァイオリンの

開発にも携わり、今もエフェクターやイコライ

ザーを駆使し、ヴァイオリンのさらなる可能性

を追求し続けている。

 閑静な住宅街に佇む、遊び心に満ちた中

西邸は、二年前にジューテックホームに依頼

して建てられたもの。グランドピアノが置かれ

た吹抜のリビングには、様 な々ヴァイオリンが、

空間を艶やかに彩っている。音漏れの少な

いトリプルサッシの窓、音の響きも考慮してつ

くられた空間は、ライブ演奏などで音を楽しむ

素晴らしい雰囲気に包まれている。あえてダ

イニングテーブルは置いていない。その時々

の気分や状況に応じてダイニングスペースも

変える。住み方や使い方も決めない――ある

意味、未完成の住まい。そんな住まいの出来

映えに、とても満足しているという中西さん。

その設計を担当したのは建築家の坂下兼

三氏。素晴らしい家は他にもいろいろとある

が、中西さんが住まいに求めたものは定まっ

たスタイルではなく、暮らしを楽しむためのフレ

キシブルな空間。そこから型にはまらない自

由な暮らしが垣間見えてくる。自らの音楽とも

通じるカスタマイズ可能な住まいは、これから

もさらに進化し続けてゆくことだろう。

　これまで多くの曲を手掛けてきたが、作曲

で苦労したことはないと語る中西さん。映像・

情景を想い描けば、自然にフレーズが湧いて

くるという。アドリブなど多彩な表現のなかで

心地良い音を楽しむことから、曲が生まれて
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感性と巧みな表現力で、心地よい音に遊ぶ

ジャンルやスタイルに縛られない音楽の自由人。

●ピアノと数十本のヴァイオリンに迎えられるリビング
　は素敵なライブ空間でもある。

●音楽の良きパートナーでもある
　ヴィオリストの奥さまと。

●2019 渋谷 JZ Brat 中西俊博オリジナル曲ライブ ●エフェクターやイコライザーなど膨大な機材の一部。

中西 俊博 Toshihiro Nakanishi

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 CASA BARRAGAN＊齋藤裕

メキシコを代表する建築家のルイス・バラガン。

メキシコの叙情性豊かな世界を映し出す、その鮮

やかな色彩、彫塑的な壁の構成、ランドスケープ・

アーキテクチャーを先取りする水を大胆に駆使し

た光景が美しい。演奏などで訪れた海外でも数多

くの建築に興味を抱いた中西さん。その感性にも

訴えかける、バラガン住宅の魅力に迫る一冊。

カーサ・バラガン
●齋藤 裕〈写真・著〉●TOTO出版・2002年

Theater
宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」を題材に、

1995年青山劇場開館10周年記念事業として上演

された「イーハトーボの音楽劇『銀河鉄道の夜』」

を新たなプロダクションとして再生。作家・演出家

である能祖將夫が上演台本、音楽監督を中西俊

博が務め、シンガーソングライターさねよしいさ子

が作詞・作曲とともに精霊・アメユキ役で出演。

また舞台美術を演劇実験室［天井桟敷］の美術

監督として、後期寺山修司全作品の舞台装置・機

械・衣装・メイク等を担当した小竹信節が担当、

宮沢賢治の世界がオリジナリティあふれる音楽劇

に仕上げられている。

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース 
音楽劇「銀河鉄道の夜2020」
●原作：宮沢賢治　●脚本：能祖將夫　●音楽監督：中西俊博 

●舞台美術：小竹信節　●歌：さねよしいさ子　●演出：白井晃

●出演：木村達成、佐藤寛太、宮崎秋人、岡田義徳、さねよしいさ子、

　明星真由美、有川マコト、伊達暁、飯森沙百合、伊藤壮太郎、黒田勇、西山友貴、山口将太朗 

　クラシック、ジャズ、ポップスなどジャンルを

超えて音楽界の第一線で活躍するヴァイオ

リニストの中西俊博さん。巨匠ステファン・グ

ラッペリやフランク・シナトラ、ライザ・ミネリを

はじめ、国内外の様 な々アーティストと共演。

坂本龍一、井上陽水、桑田佳祐などのアル

バム制作をはじめ、多くのアーティストに楽曲・

編曲を提供し、映画・テレビ番組・CMなどの

音楽制作も150曲を超える。また日本におけ

るエレクトリック・ヴァイオリンの第一人者とし

ても知られ、その活動は多岐にわたる。

　父親の影響から、4歳からピアノ、5歳から

ヴァイオリンを始め、初見や音感を強くする独

特な練習方法によって演奏の基礎を築く。

幼少から周囲と同じ行動がとれない、いつも

浮いた存在で、好きな音楽が人生を導いてく

れたと語る中西さん。小学生の頃には漠然

と音楽を仕事にしたいと思うようになり、高校

ではヴァイオリンの演奏機会も増え、ちょっとし

たアルバイトにもなった。本格的に音楽活動

に入ったのは大学に入ってから。弦楽器＝

クラシックという当時は暗黙の流れがあって、

　

来るのかもしれない。そして音楽の醍醐味・

ライブパフォーマンスを活動の軸に、その一

方でヴァイオリンをはじめとした音楽レッスンに

も積極的に取り組んでいる。テクニックだけに

頼るのではなく、どのように演奏したいのか…

どう表現したいのか…に重点を置いて、個々

の持ち味を引き出し、課題を一緒に解決しな

がら、表現者としての個性を伸ばしてゆくの

が、中西さんの指導法。教えること＝教えられ

ること、自らも気づかされることが多いそうだ。

そして何より大切なのが楽しむことだ。

　ライブ・エンターテインメントもコロナの影響

で大きな痛手を被っている。徐 に々再開の兆

しも見られるが、まだまだ通常の状態に戻る

のには時間が掛かるのかもしれない。しかし、

こんな時期だからこそ、しばしテレビやスマホ

から離れて、ゆっくりと音楽に耳を傾けてみる

――そんな時間が今は貴重に思われる。

　心地良い音を探し求めて、様 な々音楽世

界を奏でる〈音楽の自由人〉中西俊博さん。

その躍動感ある素晴らしいパフォーマンスを

ぜひ間近で体感したい。

中西 俊博さんヴァイオリニスト・作曲家・編曲家

●中西俊博 ゴールデン☆ベスト No.1＆2
　FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT
　
■ライブスケジュール
　【ライブ配信】音楽劇「ア・ラ・カルト」
　渋谷 LIVINGROOM CAFE & DINING
　12/21・22・26・27日（演奏・音楽監督として参加）
　※スケジュールの詳細はオフィシャルサイト
　　または〈中西俊博News&Topics〉でご確認ください→

●映画「太陽の子」（2021年公開予定）にヴァイオリニスト役で特別出演。

音楽劇「銀河鉄道の夜2020」

音楽と本は、中西俊博さんにセレクトしていただきました。

MUSIC Affinity＊Bill Evans, Toots Thielemans

エバンス・トリオと最高のジャズ・ハーモニカ奏者

トゥーツ・シールマンスの異色のコラボレーション。

トゥーツの柔和な楽想、エバンスのピアノがロマン

チックな世界を描き出し、美しい調和と躍動感のあ

る演奏が素晴らしい。クインシー・ジョーンズのバ

ンドツアーに参加した際にトゥーツと共演したという

中西さんお気に入りの一枚。ぜひ、清澄な秋の空

気中でじっくりと聴きたい。

アフィニティ〈ビル・エヴァンス（p）、トゥーツ・シールマンス（hca）〉
●レーベル：Warner Bros.、JAN：0075992738729　1979年

中西さんが音楽監督を務める

2020/09/20（日）～2020/10/04（日）
神奈川芸術劇場ホール
休演日：9/23（水）・24（木）・28（月）・29（火）・10/1（木）
料金（1枚あたり）：1,000円～7,500円
※公演情報は公式サイトでご確認ください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
https://www.kaat.jp/d/gingatetsudo2020



美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！

10

個人情報保護シート

個人情報保護シート

9

空気中、室内の壁や床、モノの表面は、細菌やウイルスがいっぱい。コロナ

ウイルスも材質によっては数日間留まるといわれています。こまめなお掃除

によって、ある程度、衛生的に保たれますが、日々 のお掃除は大変。そこで

おすすめなのが住宅設備の除菌・抗ウイルス製品。住まいの清潔・健康な

暮らしを担ってくれる様 な々製品が今、注目されています。

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。 2020AU

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、工事監督 蔭山  智和さん

施工品質へも繋がる。そしてお客さまに永く快適

に暮らしていただけるよう、常に誠実に最善を尽く

すことが住まいづくりのモットーだ。

　実家の建て替えの際には、ベッドなどの家具を、

使い勝手・サイズを考慮して自作した蔭山さん。

自宅の家具も手づくりしたものが多いという。仕事

のスキルを活かした実益も兼ねた趣味だ。以前は

スノーボードに熱中した時期もあったそうだが、今

は家族との旅行がオフの楽しみ。行き先はいつも奥

さまや娘さん任せにして、蔭山さんはそれに乗っか

り家族と気楽に過ごす。そんなメリハリあるオンとオ

フの過ごし方が、最近はすっかり定着している。

　住宅業界でも規格化や効率化が進む中で、蔭

山さんは職人さんの手仕事をできるだけ大切にし

たいと語る。高度な技術を有した職人さんがその

技を発揮できるのは、注文住宅ならではの魅力。

そんなクラフトマンシップをこれからも大切にしたい

という。そしてお客さまにご満足いただき、リフォーム

や世代を超えて、またお願いしたいと思われるよう

に努めたいと蔭山さん。毎回、お客さまの想いの詰

まった大切な住まいづくりをお手伝いできる、そんな

貴重な縁に報いたい。そんな一期一会をいつも大

切に、日々 住まいづくりに取り組んでいる。

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：家具づくり、旅行

●好きなもの：パイナップル、お酒

●仕事のモットー：住まいのコンシェルジュとして、
　お客様に寄り添い、日々明るく楽しく、誠実に、
　的確な対応に努めること。

●一級建築施工管理士・二級建築士

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ドロンマル48

メロンパンみたいなひび割れが特徴のドロンマル。「夢」という名前の

スウェーデンの伝統的な焼き菓子は、ざくざくと、ほろほろした二つの食

感が楽しめる新感覚クッキー。フィーカにおすすめのお菓子です。

❶バターは室温におきやわらかくする。AとBをそれぞれ合わせてふるっておく。

❷バターに塩を加え泡だて器で白っぽくなるまで混ぜる。砂糖を2～3回に分けて加え
　その都度よく混ぜる。バニラオイルを加え混ぜる。

❸②を半分づつボウルに分け、ひとつにはAを、もうひとつにはBをそれぞれ2～3回に
　分けて粉を入れ、ゴムベラで滑らかになるまで混ぜてひとかたまりにする。

❹ひとかたまりにした③をそれぞれ10等分にして、
　オーブンシートを敷いた天板に並べ、
　150℃のオーブンで約20分焼く。

作り方

材  料

・無塩バター
・グラニュー糖
・バニラオイル
・塩

100g
60g
少々

ひとつまみ

A
・薄力粉
・重曹
B
・薄力粉
・ココアパウダー
・重曹

80g
小さじ1/4

 
70g
10g

小さじ1/4

スタッフ通信

2020
Autumn

■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

編集後記

Q1 正解→90分
リモートワークにおいても90分に一度は
小休憩を挟みましょう。

Q2 正解→クロロゲン酸
コーヒーの生豆に多く含まれ、熱を加えると減少し、浅煎豆の方が多く含まれます。
深煎豆には、ストレス緩和・強い抗酸化作用を持つNMP（N-メチルピリジニウムイオン）が多く含まれます。
いずれにしても1日に2～3杯のコーヒーは健康にも有効だといわれています。

Q3 正解→ノルウェー
ちなみに第1回世界大会は2000年に
モナコのモンテカルロで開催されました。

4ページ
クイズの解答

ウィズコロナ、そしてアフターコロナも見越し、住まいの居
心地がますます重要視されています。ジューテックホーム
はこれからも安全・安心・快適な住まいづくりに努めて
参ります。モデルハウスでは万全のコロナ対策を施し、
事前ご予約にて皆さまのお越しをお待ちしております。

プレーン・チョコ各10枚分

　建築の仕事で20年のキャリアを持つ工事監督の

蔭山智和さん。2年前にジューテックホームに入って

からも、過去に材木屋で培った木の知識や様 な々

現場経験を活かし、工事監督として多くの住まいづ

くりに携わってきた。ジューテックホームは、ツーバイ

と在来の工法を選択できて、いずれも優れた住宅

性能を提供しているのが魅力だという蔭山さん。

根が心配症なので、現場では気になるところや細

かい部分まで、こまめな確認を怠らないそうだ。高

耐震・耐久、高気密、高断熱、高遮熱…そんな優れ

た住宅性能をカタチにするためには、よりシビアな

施工品質も求められる。そのためにも、職人さんが

いい仕事をできるための環境づくりを、調整役とし

ていつも心掛けている。それが住まいのより高い

　

WELL REFORM PRESENTS

住まいの除菌・抗菌・抗ウイルス特集！
〈環境衛生リフォーム〉

環境衛生リフォームでお掃除・お手入れも軽減！

私たちの身近には様々なウイルス・細菌・真菌が存在し

ています。家庭内で細菌が多い場所は、床、手すり・ドア

ノブ、スイッチなど頻繁に触れる部分（床のホコリ1gに

はおよそ200万個以上の細菌が存在）。さらに多いと

ころが水まわりで、トイレ・浴室・洗面・キッチンは水を

好む細菌の格好の住処です。水気を取り除いて、こま

めなお手入れで清潔を心がけましょう。

住まいの除菌・
抗菌・抗ウイルス�

キャンペーン開催中！
お見積り無料！

この機会にぜひご利用ください。
●東京・神奈川限定●

他の地域はお尋ねください

ワンポイント
アドバイス！

今の床の上にそのまま張れて、
ワックス不要・抗菌・耐摩耗性に優れています。

抗菌便座ときれい除菌水でトイレ空間を除菌・
脱臭。24時間・365日、清潔きれい！

ざくざくほろほろの独特な食感を損なわないように、残ったら湿気を避けて冷蔵庫に保存してください。

drommar

ノダ
ビノイエ リフォームフロア

TOTO
ネオレスト

光触媒「ルネキャット」を使用した光触媒壁紙と
様々な細菌の増殖を抑制する抗菌壁紙。

スイッチひとつで洗浄・除菌。「きれい除菌水」で
床まわりのきれいが長持ちします。

サンゲツ
光触媒壁紙・抗菌壁紙

抗ウイルス樹脂がウイルスに負けない衛生的な
環境を維持。ウイルス感染症の予防に効果的。

ナカ工業
抗ウイルス性樹脂手すり

TOTO
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

抗菌 除菌

抗菌

除菌

抗菌

抗菌

抗ウイルス

抗菌

抗ウイルス

Flooring Toilet

Wallpaper

Handrail

Bathroom

モデルハウスWEB見学会も常時開催中！

Kageyama     Tomokazu

●蔭山さんが担当したH邸。 ●実家のご両親のために自作したベッド。 ●スノーボード（野沢温泉スキー場にて）。

 ＊お菓子教室roco
作り方の動画はこちらから→

*



Information

お役立ち情報

良質で洗練された家具をお探しなら
カンディハウス横浜で！
良質で洗練された家具をお探しなら
カンディハウス横浜で！
国内外の著名デザイナーによるモダンなジャパンメイドのものづくり

で知られているカンディハウス。上質の素材、洗練されたデザイン、

手仕事と最先端加工機の融合が可能にした高度な加工技術で、

良質の家具を生み出しています。カンディハウス横浜では、スタイ

ルや多彩な暮らしのシーンにフィットするさまざまな家具を取り揃えて

います。あなたのお気に入りの家具をみつけてみませんか。
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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／2020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。

果物と花をモチーフに「楽園」を表現した

Arabiaの名作パラティッシのコーヒーカップ＆

ソーサー（ブラック）を4名様にプレゼント！  

・φ75×H60mm（ソーサー140×H20mm）
・180ml・デザイン／ビルイエル・カイピアイネン
■応募締切2020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］

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。

※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

〒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

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

Exhibition

おすすめ展覧会情報

2018年5月から2019年11月までジョンの故郷であるイギリス・リバプー

ル博物館で開催された大規模な展覧会“DOUBLE FANTASY”―

John & Yoko―。ジョン・レノン生誕80年、そしてその生涯を閉じてか

ら40年となる2020年10月9日、話題の展覧会が、ジョンの故郷リバプー

ルから、ヨーコの故郷東京にやってきます。世界中で平和と人権のため

の斬新なキャンペーンを展開し、アート、音楽、行動主義のあり方を変え

ていきました。二人がその愛を通して訴えた平和や人権への本質的・

普遍的メッセージは今なお、また今だからこそ私たちの心に響きます。

世界で最も有名でクリエイティブなカップル、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ

の物語を、二人が世界に発したメッセージや言葉、音楽・アート作品、

貴重な私物100点以上を通して追体験できる世界初の展覧会です。

DOUBLE FANTASY 
John & Yoko

2020.10.9［金］～2021.1.11［月・祝］
ソニーミュージック六本木ミュージアム
●開館時間／
　［日～木曜日・11/3・11/23］
　10:00～18:00
　［金・土曜日・1/11］
　10:00～20:00
　（いずれも最終入館は閉館30分前まで）

●休館日／12月31日・1月1日

●観覧料／通常チケット
    当日券（税込）
・一般：2,600円、
・大学生・専門学校生：2,100円、
・高校生・中学生1,100円
※小学生以下は無料
※障がい者は当日券の半額
    （窓口にて障がい者手帳を提示）

・数量限定！グッズ付きのスペシャルチケット2種類
　数量限定のため、予定枚数終了の場合がございます。
※チケットは混雑緩和と感染症対策のため、平日は日にち指定、
　土日祝日、10/9（金）、12/8（火）は日時指定方式となります。

●アクセス
・東京メトロ日比谷線・大江戸線「六本木駅」より徒歩7分、 
・東京メトロ大江戸線「麻布十番駅」より徒歩10分

●お問い合わせ／03-6328-3005（10:00～20:00）

●オフィシャルサイト http://doublefantasy.co.jp/

Photo by Iain Macmillan GYoko Ono.

WELL-DO読者だけの特別価格にてご提供中！
詳しくは、お気軽にお尋ねください。

秋のキャンペーン開催中！

カンディハウス横浜ショップ
バーチャルショップはこちら→

※写真はいずれもイメージです。
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