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

4%.s[$快適生活情報誌

自由に、柔軟に、想いを叶えた素敵空間は、
充足感に満ちたZEHゼロエネ住宅。

Informationi ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2020
　　　　　　　7年連続受賞記念ご紹介キャンペーン！

Liveability & Flexibility j神奈川県・I邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ キーッセリ

P r e s e n t i SONYワイヤレスポータブルスピーカーを
                    3名様にプレゼント！
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大西　洋さん サウナキャンプスペシャリスト
（株）サウナキャンプ 代表

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

お家でアウトドアを楽しむ！
〈ベランピングリフォームで快適に〉

SUMMER-2021 Vol.59

Exhibition i サーリネンとフィンランドの美しい建築展

New camping style ― Glamping・Veramping・Camp & Sauna

おすすめキャンピングツール！
＋



チェックイン15:00～17:00／チェックアウト11:00（夏季10:00）
¥17,600～（1棟・4名様までの料金）
グランピング宿泊
焚き火台・調理器具等の各種設備

　中央道・須玉ICから約25分、中央道・長坂ICから約25分�
　中央道・小淵沢ICから約30分
　JR中央線「小淵沢駅」よりタクシー17分
　（レンタカー有り）

Tel：0551-45-9164（10:00～17:00・水曜定休）
http://www.floracampsite.com
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N e w  c a m p i n g  s t y l e ― G l a m p i n g

1990年代のオートキャンプブーム以降、全国に数多くのキャンプ

場が誕生し、気軽に楽しむスタイルが定着しました。最近、密を避

けて自然を楽しむキャンプに再び注目が集まっています。スタイル・

目的も多様化し、新たな施設も続々オープンしています。グランピ

ングを中心に、そんなキャンプの最新情報をご紹介します。
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1

19世紀末、植民地時代の貴族の仮の住まいに始まり、20世紀の半
ばには、セレブリティーによって地中海、アルプスなどの自然の中に
都会の快適空間を求め、ラグジュアリーなライフスタイルとして広ま
りました。整備されたトイレ・シャワーなどの快適な設備・アメニティ、
充実した食事など、新たなキャンプスタイルとして注目されています。

＊記載内容は変更される場合もございます。また詳細についてはそれぞれの施設のオフィシャルサイトでご確認ください。

贅 沢にキャンプ！―

Glamping ＝Glamorous［魅力的な］＋Camping［キャンピング］の造語。

キャンプの醍醐味は、自然の中でゆったりと

過ごせること。しかし装備や食材の準備と

テントの設営・調理などの時間も必要です。

その体験もキャンプの楽しみのひとつですが、慌た

だしくてゆっくりとできなかったという声もよく聞き

ます。煩わしさから二の足を踏んでいる人も多いの

かもしれません。グランピングはキャンプならではの

アウトドアの魅力とホテルのホスピタリティーのいい

とこ取りで、手ぶらで味わう贅沢なキャンプスタイル

です。ここ数年で施設も増え、ラグジュアリーなキャ

ンプライフの人気も高まっています。そんな贅沢が味

わえるおすすめの場所をご紹介します。

新たなキャンピングスタイル――グランピング

もっと自由に自分好みに楽しみたいというキャンプ経験者の方には
従来のキャンプをよりグレードアップさせたセルフグランピングはい
かがでしょう。装備と設営時間が必要ですが、自分好みの空間で数
日のんびりと滞在したい方にはおすすめです。

必要な装備は…
●グランピングテント ●エアベッド＋ラグ ●ランタン
●折りたたみローテーブル・椅子・ソファ
●調理機器＋折りたたみラック
もちろん荷物が積める車は欠かせません。
他にテント内のインテリア

（小物・植物・デコレーションライトなど）で
自分好みのアウトドアリビングを
演出しましょう。

こだわりの本格派に――セルフグランピング
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埼玉

林間

チェックイン15:00～18:00／チェックアウト10:00
¥30,000～（2名様料金）
グランピング宿泊・ナイトサウナ（グランピング宿泊者限定）・
食事（夕・朝）・温泉利用チケット・各種設備＆アメニティ

　圏央道狭山日高IC→国道299号経由で約25km、�
　または圏央道青梅IC→青梅市小曽木・成木経由で約21km
　西武池袋線「池袋駅」→特急約39分「飯能駅」下車、
　北口3番のりばバス→約41分
　「ノーラ名栗・さわらびの湯」下車すぐ

Tel：042-978-5522
http://www.nolla-naguri.jp

Nolla naguri

埼玉県飯能市の名栗エリアに誕生した北欧文化を体験できる
複合施設〈Nolla naguri〉。グランピングのほかに、フィンランド
式アウトドアサウナや北欧風のBBQ、週末にはマーケットやイベ
ントなども開催され、北欧のアウトドアライフを存分に体験できる。
アクティビティの後はのんびりと温泉やカフェでくつろぎたい。

ノーラ名栗

In/Out

Price

Access

InformationInformation

日常から離れた自然の中で

贅沢な時間を過ごしたい。

そんな特別な体験ができる

グランピングステイ。

首都圏からも程近い森・河畔・海など、

それぞれに個性的で趣も異なる

選りすぐりの8施設をご紹介します。

山梨

山麓

チェックイン15:00／チェックアウト12:00
¥81,000～（1室料金、税・サービス料10%込・食事別）
グランピング宿泊・各種設備＆アメニティ

　中央道・高井戸IC→大月JCT→�
　→東富士五湖道路・河口湖IC→20分
　JR中央線「新宿駅」→特急かいじ約60分「大月駅」、
　富士急行→約60分「河口湖駅」→タクシー18分

Tel：0570-073-066（星のや総合予約10:00～18:00）
https://hoshinoya.com

HOSHINOYA Fuji

6haの広大な丘陵の森に広がる〈星のや富士〉。河口湖に面し、
富士山と対峙する大自然と触れ合えるランドスケープデザイン、
趣向を凝らした設備や心地良い照明が誘う空間。充実のアク
ティビティと野菜・ジビエ・ワインなど地産の豊かな食材を活かし
た贅沢な料理。ゆったりと心赴くままに森の遊びを満喫したい。

星のや富士

In/Out

Price

Access

五感を開き森を遊ぶ
日本初のグランピングリゾート。

豊かな自然のなかで北欧体験…
北欧アウトドアライフを満喫。

静岡

海岸

チェックイン／チェックアウト10:00～16:00で自由設定
ベーシックプラン¥17,600～（1泊1名様料金、6～170名様まで）
グランピング宿泊・各種設備＆自然にやさしいアメニティ
食材・飲み放題付やケータリング付プランもあります。

　東名自動車道・沼津IC→修善寺経由→西伊豆・田子漁港（無料駐車場）
　東京から約2時間30分�
　JR東海道新幹線「三島駅」→伊豆箱根鉄道駿豆線「修善寺駅」
　→西伊豆東海バス「田子」下車、徒歩1分→田子漁港
＊田子漁港からはいずれも船で約10分

Tel：0558-36-4063
http://villageinc.jp

AQUA VILLAGE/
REN VILLAGE

静岡県西伊豆の海に面した船でしか行くことができない1日1組
限定のプライベートキャンプ場〈AQUA VILLAGE〉と〈REN VILLAGE〉。
四方を大自然に囲まれた特別な空間と、焚き火料理人が提供す
る特別な食事で非日常を体験。貸切なので特別なアクティビティ
や様々なリクエストなどにもオプションでの対応が可能。

アクアヴィレッジ／レンヴィレッジ

In/Out

Price

Access

Information

大自然を独り占め…
貸切の海でプライベートキャンプ。

埼玉

河畔

チェックイン15:00／チェックアウト10:00
¥15,000～（1名様料金、朝・夕食付）
ウッドデッキ付グランピングキャビン・食事（夕・朝）・
各種設備＆アメニティ

　関越道・東松山IC→国道254号線・嵐山渓谷入り口を左折→
　県道173号線・171号線・30号線経由、ICから約30分
　東武東上線「武蔵嵐山駅」→タクシー20分
　または八高線「明覚駅」→タクシー7分、いずれも
　バスは「せせらぎバスセンター前」下車、徒歩約11分

Tel：0493-81-5477
http://comoriver.com/ 

COMORIVER

埼玉県比企郡ときがわ町に、清流と緑の自然に囲まれて「すご
もり」したくなる、癒しとワクワクのひみつきち〈ときたまひみつきち 
COMORIVER〉。BBQ、グランピング、ライブラリーカフェ、川遊
び、焚き火、アウトドアサウナなど、様々なアクティビティが楽しめる
里山グランピングリゾートです。

ときたまひみつきちコモリバ

In/Out

Price

Access

Information

五感に響く「何もしない」贅沢…
里山グランピングリゾート。

千葉

林間

チェックイン14:00～15:00（タイプによって異なる）／チェックアウト10:00
¥31,460～（1泊2食付・1棟2名様料金・税込）
グランピング宿泊・季節野菜の収穫体験付き

［夕食］1ポンドビーフステーキがメインの定番BBQセット
［朝食］新鮮野菜をふんだんに使ったモーニング
滞在中は温泉入り放題・各種設備＆アメニティ

　東関東道・大栄ICより20分�
　東京駅八重洲口から高速バス→「栗源」下車
　「栗源」からザ・ファームまでは無料シャトルバスあり

Tel：0478-79-0666（9:00～20:00）
https://www.thefarm.jp/

THE FARM

「農ある暮らしをすべての人に」をコンセプトに、10haの広大な敷
地に抱かれた、充実の農園複合リゾート〈THE FARM〉。すべて
の宿泊プランが季節野菜の収穫体験付きで、採れたて野菜を
BBQで味わえる。またカヌー、ジップライン、火起こし体験などの
アクティビティやカフェレストラン、天然温泉など施設も充実。

農園リゾート  ザ・ファーム

In/Out

Price

Access

Information

Information Information Information

農園リゾートで楽しむ
収穫体験や多彩なアクティビティ。

神奈川

海岸

チェックイン14:00／チェックアウト11:00
¥34,000～（1棟2名様利用の場合の1名様料金）
グランピング宿泊（日付・曜日により料金が変わります）
食事（夕・朝）・各種設備＆アメニティ

　首都高速神奈川１号横羽線→横浜横須賀道路経由約60分
　（馬堀海岸ICより5分）※駐車場完備
　京急線「品川駅」→「馬堀海岸駅」より
　観音崎行きバス10分
　またはタクシー7分

Tel：046-841-2200（予約受付番号）
https://www.kannon-kqh.co.jp/

Kannonzaki

三浦半島の海に面した〈snow peak glamping京急観音崎〉。
世界的な建築家・隈研吾氏とスノーピークのコラボレーションに
よるこだわりの客室〈JYUBAKO（住箱）〉から望む絶景の海。地
元の新鮮な海の幸や食材をふんだん使った料理がスノーピーク
の食器で彩られ、潮風のなか、贅沢な時間を満喫できる。

snow peak glamping京急観音崎

In/Out

Price

Access

海を望む絶景と海の幸…
優雅なシーサイドグランピング。

山梨

山麓FLORA Campsite

日向山ハイキングコースに面した標高800mに位置する〈白州・
尾白 FLORA Campsite〉。北に八ヶ岳・南に甲斐駒ヶ岳が聳え、
澄んだ空気と尾白川の名水に恵まれたロケーション。森の隠れ
家のような落ち着いた佇まいと自然に溶け込んだナチュラルな快
適さが魅力。ハイキングや川遊びなどでゆったり過ごしたい。

白州・尾白 フローラキャンプサイト

In/Out

Price

Access

南アルプスの山懐に抱かれて…
快適な森の隠れ家。

静岡

山麓

チェックイン15:00／チェックアウト11:00
¥27,500～（2021/12までの特別価格、1泊1名様料金、4～8名様まで）
グランピング宿泊、食事（夕・朝）
各種設備＆環境にやさしいアメニティ
宿泊者限定ミニエコツアー付き、その他オプションで各種エコツアーあり

（2018年「日本エコツーリズム大賞特別賞」受賞）

　新東名自動車道・新富士ICより車で約30分
　富士宮駅よりバスで約25分
　路線バス・猪之頭行き「新田」下車、徒歩10分　

Tel：0544-66-5722
https://satoyama-vacation.com/

MT. FUJI SATOYAMA 
VACATION

四季折々の富士山と里山の景色を満喫できるプライベートグラ
ンピング〈MT. FUJI SATOYAMA VACATION〉。世界からも
高く評価されているサスティナブル・ツーリズムをテーマとした多
彩なエコツアー体験、富士山ビューカフェテリアなど富士山麓の
自然をゆったりと思う存分満喫できる。1日1組限定。

マウントフジ里山バケーション

In/Out

Price

Access

富士山の自然と里山の息吹を
体感するグランピング。

snow peak glamping

星のや富士

ノーラ名栗

snow peak glamping
京急観音崎

アクアヴィレッジ／レンヴィレッジ

白州・尾白
フローラキャンプサイト

マウントフジ里山バケーション

ときたまひみつきちコモリバ

農園リゾート  
ザ・ファーム

［星のや］軽井沢をはじめ国内外に、全8施設を展開している。



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。

SONYの最新ワイヤレスポータブルスピーカーを
3名様にプレゼント！

ちょっとここで、キャンピング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
グランピングの必須要件ではないものは？

A.ベッド・ソファなどの家具 　　

B.家族・親しい友人と過ごす時間

C.きれいな空気と雨音など自然が奏でる音

D.火を囲みスイーツを食べながら語り合う

Q2
自然をみんなで分かちあう自然享受権。

ではスウェーデンの自然享受権に

認められているものは？

　　A.ベリー・きのこ採集 　　B.狩猟 

　　C.テント設営・焚き火　　D.ハイキング

Q3
フィンランドのサウナに欠かせない

枝葉を束ねて全身を叩くように使用

するヴィヒタに使われる植物は？

　　　A.ハンノキ 　　B.月桂樹 

　　　C.シラカバ　　D.ルバーブ
ヒント！ 

樹皮や樹液まで利用されています。
ヒント！ 

いずれも適用外区域・禁止事項などの例外があります。
ヒント！

GLAMPING.COMの定義による

ここで、ちょっとひとやすみ！
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New camping style ― Veramping・Camp & Sauna

3

住まいの屋外スペースを気軽なアウトドア空間として活用するベラ
ンピング。できれば快適に、お洒落に、非日常感を演出したい…。
そこでジューテックホームでは、ベランピングに最適なテラス・バルコ
ニーなどの新設やリフォームなど、様々なニーズに対応しています。
たとえば…

●テラス・バルコニーの新設・リフォーム・バリアフリー化

●ウッドデッキ・人工木デッキの新設・補修・塗装

●オーニング等の設置

●アウトドア照明の設置

●目隠しフェンス等の設置

●屋外電源・水道設備などの増設

●ガーデンボックス、収納棚など

ベランピングに関するご相談・お見積は無料で承ります。
お気軽にご相談ください。

おうちでキャンプ！―

遠くに出かけなくても、休日の自宅で気軽に

キャンプ。そんな自宅のベランダやテラス、

バルコニーなどの屋外空間で、贅沢なアウト

ドア気分が味わえるベランピング（ベランダ+グラン

ピング）。すなわち自宅を身近なアウトドア空間として

楽しむという発想です。出掛ける手間も、お金も掛け

ず、工夫次第で素敵な非日常の空間を演出できます。

自宅が気軽にグランピング――ベランピング

ベランピングで大切なのは、いかにアウトドアの雰囲気をつくり、非
日常感を演出するか…。まずは、どのような空間にしたいのかが重要
です。森の中や海辺などのロケーションを意識して、植物や流木、貝
殻などナチュラルな素材を活かした雰囲気づくり。あるいは家具やラ
グ・小物などで好みのスタイル、たとえばオリエンタルや北欧、南仏、
ウエストコーストなどを意識することで、よりまとまりのある空間に仕上
がります。あえてお部屋とは雰囲気を変えるのもいいかもしれません。
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必要な装備は…（基本はグランピングのインテリア）
●サンシェード・テント・タープなど
●ローテーブル・椅子・ソファ
●ラグ
●照明・キャンドル
●調理機器・食器など

まずはローテーブル・椅子・ソファにラグで演出することから始めましょう。

雰囲気づくりは、観葉植物・小物などを利用し、キャンドル・照明を灯すだけで、

素敵な空間になります。急な雨や日除けなどの対策も忘れずに。

ルールを守り、ご近所への配慮も大切。

社会的ルールを遵守し、ご近所への配慮も大切です。トラブルを避け、楽しみ

たいものです。またマンション等では、規約・消防法に従って対応してください。

＊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。

Nordisk 
Alfheim19.6 Basic Cotton Tent-SMU JP
アルフェイム19.6
●W500×D500×H350cm（収納サイズ99×35cm）・18kg
●テクニカルナイロン（コットン35%・ポリエステル65%）￥128,000
●オプション：ジップインフロア・インナーキャビン

Nordisk 
Asgard Tech Mini
　　　　　　ノルディスク アスガルドテックミニ
●W246×D210×H160cm（収納サイズ28×20×26cm）・4kg
●テクニカルナイロン（ルーフ）・テクニカルコットン（ドア・ウォール）￥80,000
●オプション：Asgard Mini Colour pack（テント部品セット）￥21,500

Lotus Belle Air Bud 3m
ロータス ベル エアテント
●W300×D300×H240cm（収納サイズ87×47×50cm）・34.5kg
●ポリコットン（コットン60％・ポリエステル40％）
●専用ポーチ・エアポンプ（手動）・ペグ・ハンマー・
　キャスターバック付属　　　　　　　　　 　￥400,000～
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mおすすめ
キャンピング
ツール！――

セルフグランピングや

ベランピングを

快適に、オシャレに楽しむための

秀逸アイテムを厳選！

Glamping Tentセルフグランピングの必須アイテム――――

BOSE SoundLink 
Color Bluetooth speaker Ⅱ
ボーズ サウンドリンクスピーカーⅡ
●W12.7×D5.6×H13.1cm・540g
●USBケーブル付属　￥15,000

APELUCA 
Tabletop Smoker 
アペルカ テーブルトップスモーカー
●W23×D18×H22cm・収納袋付
●鋼板（シリコン樹脂塗装）・ステンレス
　つまみ：ウォールナット（天然オイル塗り）　￥15,000

BALMUDA 
The Lantern
バルミューダ ザ・ランタン

●W11×D10.3×H24.8cm・0.63kg
●ABS・PC・SUS（ACアダプター・電源ケーブル・取扱説明書）￥13,800

軽量ベルテントAsgardのミニバージョン。
荷物も置いても、2人でゆとりの広さ。
好みのカラーコーディネートが可能。

クラシカルなティピ型の
美しい円錐型モデル

エアで膨らませる
独特なフォルムと
豪華な内部空間。

mooni 
Eye Speaker
ポータブルランタンスピーカー

blomus 
FUOCO Tabletop Gel Firepit
ブロムス テーブルトーチ
●φ32×H9.5cm  ￥25,000　●φ18×H11cm  ￥16,000
●ステンレス・セラミック

●W24.2×D22.5×H28.5cm・1.32kg
●LVL（ポプラ材）・LDPE　￥16,650

Furniture機能性はもちろんデザインも秀逸のアウトドア家具――――――

Rugデザインと機能性――――

Goods心地いい雰囲気づくり――

Tablewareおいしいひとときを共に

Helinox Comfort Chair
ヘリノックス コンフォートチェア
●W52×D53×H67cm（収納サイズ14×35cm）・1.1kg
●アルミニウム合金・樹脂・ヒンジ・ナイロン・ポリエステル、収納袋付

Carl Hansen & Son 
BM3670/BM4570
カールハンセン＆サン ダイニングテーブル＆チェア
●ダイニングテーブル：W115×D71.5×H72cm　　　￥87,000
●ダイニングチェア：W50×D53×H72×SH43.6cm　￥37,000
●チーク材（無垢）・張地

Hilander 
Wood roll top table
ウッドロールトップテーブル
●W122×D60×H43cm（収納サイズ15×30×68cm）・10kg
●ブナ材、収納袋付　￥14,800

NAUTIN 
Moven Double Sofa
ノイジン　モーベン ダブルソファ
●W177×D74×H71cm・27.4kg
●天然木（ユーカリ）・スチール・ポリプロピレン・ポリエステル

￥148,000

￥13,800～

Brita Sweden 
Plastic rug
ブリタ スウェーデン プラスチックラグ
●70×100cm〈リバーシブル〉 
●プラスチックフォイル（塩化ビニル樹脂）￥12,500

PDM Kaiku rug
PDM洗えるラグ
●S：W90×D200×0.5～0.7cm  ￥12,545   ●φ120×0.5～0.7cm  ￥8,910
●ポリプロピレン〈リバーシブル〉

フィンレイソン クロス（風呂敷）
●108cm角●綿75％・麻25％ 
￥3,500

Finlayson Cloth
独特な麻の風合い、使い方自在のクロス。

丈夫でナチュラルな上質感。

アレルギーフリー・抗菌仕様、
定番ラグ

Kupilka 
Cutlery Set 
クピルカ カトラリーセット
●W4.3×D4.5×L20.5cm・56g
●木繊維・ポリプロピレン
￥2,100

Primus 
Campfire Cutlery Set 
プリムス キャンプファイア カトラリーセット
●W4×L18cm・75g  ●18/8ステンレス（レザーストラップ付）￥1,750

ideaco 
b fiber 
イデアコ ビーファイバー〈各4枚〉 
●plate25：φ25×H2cm ￥3,600 ●bowl：φ16×H4.2cm ￥2,400
●plate19：φ16×H2cm ￥2,400 ●cup：φ8.7×H10.8cm ￥2,400
●バンブーメラミン

紙食器そっくりな遊び心、
強く、繰り返し使える竹製。

Wildo 
Camp-a-box complete 
キャンプボックス コンプリートセットA
リッド（蓋）・プレート・カッティングボード・
シェイカー（調味料入れ）・カップ大・
カップ小・スポークを内蔵
●W12.5×D19×H5cm・250g
●ポリプロピレン・ナイロン ￥2,800

高機能で軽量コンパクト、
アウトドア食器セット。

OYO Bamboo
Cutlery Set 
オヨ カトラリーセット
●W7.5×D3×L21.5cm
●竹（専用フェルトケース付）￥3,000

ノルウェー竹製カトラリー。

独特な木の
風合いが魅力。

ステンレス製の
スタイリッシュな
フォルム。

小さくてかわいい。
煙と香りとともに
テーブルで手づくり燻製。

安心の防水・防滴加工。
雰囲気・気分で選べる
4カラーモードを搭載。

立ち昇る炎のゆらぎが
アウトドア気分を演出。
スタイリッシュなテーブルトーチ。

キャンドルのように
揺らぐ暖かなあかり。
バッテリー内蔵、持ち運び自在。

丈夫でコンパクト＆防滴性能、
迫力あるサウンドを楽しめる
カラフルスピーカー。

SONY SRS-XB13 
ソニー ワイヤレスポータブルスピーカー
●φ7.6×H9.5cm・253g
●USB Type Cケーブル・ストラップ付　
￥7,700

アウトドアにも高音質を、
防水・防塵・Bluetooth対応
アクティブスピーカー。

2台で
ステレオ
モード

快適な座り心地の
超軽量チェアは
頑丈で収納性も抜群。

ボーエ・モーエンセンが
自宅バルコニーのためにデザイン。

経年変化も
味わい深い
ユーカリ天然木、
ベランピングに。

気軽に使える
アウトドアの定番。

Ocean

Helmi

Gittan black

Coronna

キャンプでサウナ！―
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テントサウナを使って、海・川・湖・庭などで

サウナを満喫する――アウトドアの新たな

アクティビティとして密かなブームになって

いるサウナキャンプ。条件は〈テントを設営していい

場所〉+〈火を使用していい場所〉+〈遊泳可能な場所〉

の3点。テントサウナで汗を流し、冷んやりした水で

リフレッシュ。フィンランド式ロウリュも楽しみのひと

つです。釣り、カヌー・カヤック、ラフティング、キャニ

オニング、サーフィンなど、様々なアクティビティとの

相性の良さも魅力です。自然の中でプライベートサ

ウナ――そんな贅沢な体験、味わってみませんか。

Savotta 
Lampi Tent Sauna
サヴォッタ ランピ テントサウナ

●W200×D230×H200cm・30kg ●ポリアミド・難燃性コットンポリウレタン
●オリジナルストーブ・煙突・サウナストーン（香花石）20kg・耐熱グローブ   ￥300,000

フィンランド製の六角形
6人用テントサウナ。

MORZH 
Tent Sauna
モルジュ テントサウナ
●W205×D205×H195cm・9kg

（収納サイズW70×D35×D25cm） 
●耐熱性コットンポリエステル
●ストーブW23.5×D60×H42.5cm

断熱性の高い3層式の幕にハイパワーな対流式ストーブ。
大きな窓で開放感を演出。

HUKKA DESIGN 
Saunamaestro
フッカデザイン サウナ噴水
●φ14.3×H8.8cm・250m・2㎏
●カレリアンソープストーン天然石   ￥6,818

サウナ内の空気を湿らせ
目も楽しませてくれるサウナ噴水。

Lapuan Kankurit
         Sauna cover
ラプアン カンクリ サウナカバー
●W60×H46cm  ●Koivu： 麻60％・綿40％   
                                        ●Sade： 麻88％・綿12％          ￥2,600

rento
　×Harri Koskinen 
Saunamaestro
レント×ハッリ・コスキネン ステンレスサウナ温度計
●φ15.2×H1.8cm  ●ステンレススチール   ￥6,090

Koivu

Sade

サウナのベンチが
心地いい麻の風合いに。

レトロスタイリッシュなデザインは
サウナブランドのレントと
ハッリ・コスキネンとの
コラボレーション。

楽しみながら防災の備えを

おうち時間を楽しむだけでなく、防災のことを意識す

る貴重な時間でもあるベランピング。屋外での使

用を前提につくられているアウトドアグッズは、機能

性・耐久性・収納性に優れ、そのまま災害時や緊

急時に使用するのに最適です。アウトドアグッズに

慣れ親しみ、防災用品の点検の機会として、さらに

非常時の擬似体験もできます。ご家族でベランピ

ングを楽しみながら、防災についてゆっくり考える時

間として活用しましょう。

￥160,000

ナ チュラ ル 感 で
ア ウトド ア の 雰 囲 気 を。

パ ラソ ルとビ ー チ チェア で
リゾ ート の 気 分。

植 物 の 壁 面 演 出と
デコレ ー ション ライト。

目 隠し の フェン ス で
プライ ベ ート 感 を。

夜 景と照 明 を 利 用し て
雰 囲 気 づくり。

feature特集―2



樹脂製トリプルガラスサッシに

ブラックの化粧モールが上品なアクセントを

添えるマットグレー＆ブラックの外観。

1階は天井高2.7Mのハイパネル仕様で

スモーキーホワイトの落ち着いた室内。

開放的なペニンシュラ型キッチンをはじめ、

動線・収納など暮らしやすさへの

細やかな工夫と配慮がいたるところに。

防災・防犯面にも優れた

快適なZEHゼロエネ住宅が誕生した。

6

■敷地面積／166.15m2（50.26坪）

■延床面積／126.85m2（38.36坪）

■1階面積／  62.18m2（18.80坪）

■2階面積／  64.67m2（19.56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

家事や子育ての負担減で

家遊びを楽しむ。

快適なだけでなく、それが暮らしにフィットしているか

が、心地良さと暮らしの満足に直結する。設計でと

くにIさんが重視したのは、動線と収納。キッチンや

ランドリーなどの水まわりを中心に、随所に細やかな

配慮がなされている。動線の工夫や機能的な設備、

掃除・整理整頓をラクにする収納プランによって、

家事の負担が大きく軽減された。また在宅ワーク中

心のIさんが、ふたりのお子さんとともに安心かつ楽

しく過ごせる空間づくり。気分転換にアウトドアライ

フも味わえるテラスや庭。家遊びを意識した様 な々

工夫で、家族の楽しみも大きく広げてくれる。

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

自由に、柔軟に、想いを叶えた素敵空間は、充足感に満ちたZEHゼロエネ住宅。
設計・仕様・設備の自由度が

生活の質を高める。

5

S t a f f  V o i c e
土地探し当初から、しっかりとしたコンセ

プトをお持ちだったI様。家具や雑貨な

ども北欧から個人輸入されるほど、イン

テリアに強い思い入れをお持ちでした。

そんなインテリアが引き立つ落ち着い

たグレイッシュカラーの住まいが完成。

ありがとうございました。

信頼感と対応力に支えられた

妥協のない住まいづくり。

閑静な住宅街に佇むI邸。ブログで見かけたFILEと

のコラボレーション住宅をきっかけに、設計相談会

に申し込むことになったというIさん。実際に担当者

と話を進めるなかで、的確なアドバイスや細やかな

対応に、住まいづくりのパートナーとしての信頼感

を抱き、望み通りの住まいが叶いそうだと実感した。

他社との仮契約をすでに終えていたが、ジューテッ

クホームに依頼することにした。素敵なデザイン、

納得の設備と間取り、何より全フロアに設置された

オリジナルの蓄熱式温水床暖房が魅力的だった。

その想いが期待以上の姿となって誕生した。

高気密・高断熱、高遮熱構造、7.9KWの太陽光発

電システム搭載の〈ZEHゼロエネ住宅〉は、地震へ

の備えや防犯対策も万全。1階は天井高2.7mハイ

パネル仕様で、スモーキーホワイトの色調と相まって

落ち着いた空間の広がりが感じらる。メーカーの規

格にも即したジューテックホームのオリジナルペニ

ンシュラ型キッチン、ルイスポールセンの照明など、

間取りから設備や仕様まで、自由な選択とカスタマ

イズが魅力的だったとIさん。自由で柔軟な対応で

暮らし始めてからの満足感も高いという。規格には

縛られない、想いを最大限にカタチにした住まいだ。

河合　祐助
Kawai Yusuke

フィオレストーンが美しいオリジナルの最新ペニンシュラ型キッチン。
キッチンの床には大きめの磁器タイルを採用。
コンフォートリフト付のドイツ製大型食洗機もビルトイン、
ダイニング側とバックキャビネットで豊富な収納量を誇る。

神奈川県 I邸
L i v e a b i l i t y  &  F l e x i b i l i t y

ルイスポールセンPH3-21/2ウォールが似合う玄関
ポーチ。ドアは電気錠仕様（インターフォンで施解錠）。

制震システム搭載のツーバイシックスの外壁＆ツーバイエイトの屋根構造。
ブラックの化粧モールをアクセントに落ち着いたマットグレーの外観。
道路側と庭側双方にPanasonic製ワイヤレス防犯カメラも設置。

リビングの一画にあるスタディコーナーは
家族の共有スペース。

洗面室に隣接したウォークインクローゼット。
さらに奥のメインベットルーム、バルコニーへ繋がる。
「洗う→干す→たたむ→しまう」を考えた動線。

iPadの裏にマグネットを付けてキッチンパネルに
設置。「レシピを見ながら料理！」…Iさんのアイデア。

優しいグレーの壁紙にルイスポールセンのフリントウォールの照明。
階段下には、お掃除ロボット〈ルンバ〉のホームベース･発進基地（コンセント付）も。

ルイスポールセンのAJウォールが目を引くメインベットルーム。
ヘッドボードを兼ねた造作カウンターが設置され、スマホの充電も可能。

シューズクローク脇には新型コロナ対策も兼ねた 
ジューテックオリジナル洗面化粧台を設置。

ミラーはIさん個人輸入の日本未発売の逸品。

2階のワイドなオリジナル洗面化粧台
右は脱衣室・浴室、
左にはウォークインクローゼット。
スムーズな生活動線。

2階の多目的スペース。
バルコニーにも近く、部屋干しゾーンも兼用。

着脱可能な物干し金物、
湿度センサー付換気システムも設置。

2階階段ホールから、多目的スペース、
さらに寝室を望む。
床材と階段は明るいホワイトオーク材を採用。

全窓がトリプルガラスサッシ採用＋1・2階の全フロアに設置された蓄熱式温水床暖房（電気式）で年間を通して快適な室内環境。
ダイニングのペンダント照明には、こぼれる優しい光が美しいルイスポールセンのLCシャッターズを採用。
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第53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。

1985年、東京都生まれ。立教大学法学部卒業後、（株）エイ出版
社を経て、現在は家業の保育園の運営に携わっている。
2017年、友人3人と「Sauna Camp.」を立ち上げる。
サウナ文化研究やサウナ関連のイベントの企画・運営、サウナラ
イターとして活動中。ミュージシャン・サカナクション主宰のカル
チャープログラム「NF」とのコラボをはじめ、様 な々イベントを展開。
サウナキャンプを通した地域起こしの一端も担っている。

（株）サウナキャンプ代表。
テントサウナ〈MORZH〉の日本正規代理店。

■SaunaCamp.オフィシャルサイト

　https://saunacamp.net

これまでに味わったことのない新たな体験。

サウナキャンプの魅力に、すっかりはまってし

まった大西さん。この魅力をもっと多くの人に

体験してもらいたいという思いも強くなり、まだ

情報乏しいなか、自らの体験をベースにした

情報サイトを立ち上げることになったという。

　好きな場所に持ち出して楽しむというサウ

ナの新しいスタイルは、閉塞的なイメージを大

きく変え、サウナに開放感をもたらした。サウナ

とアウトドア、それぞれの魅力もさらに高まる。

川・湖・海などのロケーションや季節が変われ

ば気分も変わり、アウトドアの楽しみもひろが

る。サウナキャンプができる条件は、テントが

張れる、火が使える、そして遊泳可能な場所

の3点。そこがサウナ空間となる。通うのでは

なく自らがつくる――自然を借景にしたプラ

イベート空間だ。そして釣り、カヌー・カヤック、

キャニオニング、サーフィンなどのウォーターア

クティビティはもちろん、ハイキングやスキー・ス

ノーボードなど様 な々アクティビティとの相性も

バッチリ。大西さんおすすめの場所は、都心

からのアクセスに恵まれた、道志川沿いエリア

や多摩川源流の小菅村、埼玉の都幾川沿

いなど。テントサウナが設置されているキャン

プ場もあるので、まずはそこで体験してみる

のもおすすめだ。

　平日は保育園の運営とサウナキャンプの

業務に勤しむ大西さん。休日に自然に繰り出

しサウナキャンプを楽しむライフサイクル。アウ

トドアと音楽が趣味で、コロナ前は毎年のよう

に野外フェスにも足を運んでいたという。サ

ウナキャンプでは、焚火・料理は得意な仲間

に任せて、大西さんはもっぱらサウナと音楽

担当だ。イベントでは風や水のせせらぎをあ

えてBGMにする場合もあるが、雰囲気に合

わせてプレイリストを用意することも多い。そ

れぞれの得意分野を活かした分業制が、

キャンプをスムーズに楽しむ秘訣。五感で楽

しめるのがサウナキャンプならではの魅力だ。

音楽・映像とのコラボイベントや様 な々フェス

にも出展しているSaunaCamp.。近くフィンラン

ドのフレグランスブランド〈オスミア〉のサウナア

ロマの取り扱いも始まるという。SaunaCamp.

のフィールドもますます広がってゆく。
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自然とともに「ととのう」プライベートサウナ。

そんなサウナキャンプの魅力を五感で探究する。

●静岡の清流にて、BBQとサウナのコラボイベント
　《浜松 Sauna&BBQフェスタ in あたご 2019》　

●サカナクション主催カルチャープログラムNFとのコラボ
　イベント《NF×Sauna Camp. in 森、道、市場2019》

●花火を見ながらサウナ。NFがきっかけで実施された
　《Sauna Pool Park》蒲郡ラグーナプールサイドにて

●サウナキャンプに必要な道具はこれだけ。
　設営20分でプライベートサウナ空間が誕生。

大西 洋 Hiroshi Onishi

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。
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BOOK宇宙からの帰還＊ Takashi Tachibana

宇宙から地球を見る。この極めて特異な体験をし

た人間の内面には、どのような変化がもたらされ

るのか。12名の宇宙飛行士の衝撃に満ちた内的

体験を、卓越したインタビューにより鮮やかに描き

出した。宇宙とは、地球とは、神とは、人間とは―。

知的興奮と感動を呼ぶ、壮大な精神のドラマ。

徹底した取材と卓抜した分析力によって、幅広い

ニュージャーナリズムを確立した著者・立花隆の

代表作。

宇宙からの帰還
●立花 隆　●中央公論新社・1985年（2020年）　

Movie
1996年、エベレスト登山史上でもかつてない悲

劇として知られる大規模遭難事故を基にしたサバ

イバル・アドベンチャー。人間が生存できないとさ

れる死の領域“デス・ゾーン”。想像を絶する自然

の驚異にさらされ、極限状態に置かれた人々の生

き残りをかけた戦いを、3Ｄ映像による圧倒的な迫

力で描いた。ジェイソン・クラーク、ジェイク・ギレ

ンホールなどの実力派俳優たちの迫真の演技も

見どころ。

エベレスト3D
●監督：バルタザール・コルマウクル　

●脚本：ウィリアム・ニコルソン

●キャスト：ジェイソン・クラーク、ジョシュ・ブローリン、ジョン・ホークス、ロビン・ライト

●2015年・アメリカ/イギリス・121分

　アウトドアやキャンプがブームと言われて

久しいが、そのスタイルも多様化している。

そんなキャンプの新たなスタイルとして、最近

注目されているのがサウナキャンプ。テント式

サウナ〈テントサウナ〉を使って、自然の中で

楽しむというアウトドアの新たな流れのひとつ

である。SaunaCamp.を主宰する大西 洋さん

は、その魅力の探究とともに、Webやイベント

などを通して、その楽しさも紹介している。

　日頃の疲れを解消し、心地よい解放感に

満たされ「ととのう」――そんなサウナの正

しい入り方〈温冷交互浴〉を知り、大西さん

はサウナにすっかり魅せられてしまった。日

頃からキャンプなどのアウトドアに慣れ親しん

でいたこともあり、フィンランドのようにサウナ

から湖や川へ飛び込む…日本でそれが実

現できたら最高だろうな。そんな思いを強く

抱く。いろいろと情報を集めているうちに、

テントサウナの存在を知り、早速取り寄せて

みたという。試行錯誤しながら実際に使って

みたところ、サウナで熱ったカラダを澄んだ

空気と清らかな水が心地よく包んでくれる…

　

　冬場は閑散としているキャンプ場。そこで

オフシーズンの新たな魅力づくりにサウナキャ

ンプを活用しようとする試みも始まっている。

自治体、キャンプ場、宿泊施設などと協力し、

地域起こしの一端も担う大西さん。寒い時

期にしか体験できない冬枯れや雪景色はま

た味わい深い。最近は別荘や自宅の庭での

使用を前提で購入する人も増てきた。着実

に増加しているサウナキャンプ人口。好意的

に受け入れてくれるキャンプ場も多い。そこで

大西さんが今取り組んでいるのがユーザーズ

ガイドラインづくり。天候で状況も一変する自

然相手なので何よりもまずは安全が大事。

同時にキャンプ場と提携して初心者向けの

スクールも計画中だ。もちろん気持ち良く利用

するためのルール遵守や周囲への配慮も必

要だ。プライベートサウナで、密を気にせず、

家族や仲間とサウナを楽しんで、自然の素晴

らしさに触れてもらいたいと、その魅力を探

究し続ける自称“サウナオタク”の大西さん。

これからもサウナキャンプの魅力の探究、そし

てさらなる深化に期待したい。

大西　洋さん
サウナキャンプスペシャリスト
SaunaCamp. 代表

Everest＊ Baltasar Kormákur

今回は、大西 洋さんにセレクトしていただきました。

MUSICMUSIC FOR SAUNA WHISK＊Kengo Tokusashi

テレビ東京のドラマ「サ道」の音楽を担当し、多彩

な活動で知られる、作曲家・とくさしけんごと実在

のサウナ施設とのコラボレーションで生まれた、連

作サウナ音楽『MUSIC FOR SAUNA』シリーズ。

第4作目は「ウィスキング」。ヴィヒタやスモークサ

ウナのロウリュを耳で愛でる心地よい癒しの音色

は、目を閉じれば植物と蒸気の気配が漂い、桃源

郷へと誘われる。シリーズ初となるアナログレコー

ドも同時リリース。

MUSIC FOR SAUNA WHISK〈とくさしけんご〉
●レーベル：Vihta Records、2020年

●サウナテント〈MORZH〉はSaunaCamp.の通販サイトで購入できる。
　また、イベントなどサウナキャンプの最新情報も入手可能。

http://tokusashi.com



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

9

ベランピングに大切な、デッキ、テラス、バルコニーなどの快適な空間づくり。

そこで最近人気なのが、メンテナンスの煩わしさからも解放してくれる人

工木ウッドデッキ。天然木と見紛う木の質感が魅力です。カラーバリエー

ションも豊富でセラミック、竹などの新素材も登場。組み合わせも可能です。

防火性に優れているものは、バーベキューの際も安心。そしてもうひとつ

揃えたいのが、雨や日差しを遮ってくれるオーニング。突然の雨や紫外線

から守ってくれるので、夏のベランピングには欠かせません。あとは、インテ

リアにセンスを発揮して素敵な自分好みの空間に仕上げましょう。ご家族

でくつろげる素敵なアウトドアリビングの誕生です。

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。 2021SU

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、ホームコンサルタント 齋藤　寛之さん

　幼いふたりの父親として、休日は子育ても熱心

な齋藤さん。子供とDIYや工作などで過ごす時間

が休日の楽しみのひとつ。子供部屋を子どもと一

緒に少しづつリフォームしてゆくのが、差し当って

の目標だとか。自分たちの部屋がだんだんと素敵

に変わってゆく様子は、きっと子供の目を輝かせる

出来事に違いない。また、さまざまなミニカーのコレ

クションも共有している趣味のひとつ。齋藤さんが

家庭で子供と楽しむ姿が垣間見えてくる。そして

同時に親子のコミュニケーションと想像力も育んで

くれる筈だ。仕事と暮らしを両立させつつ、仕事で

得た知識や経験が家庭でも役立てられて、その

生きた体験が仕事にも反映される。暮らしを楽しみ

つつ、仕事のまた新たな視点にも繋がっている。

それは、まさにワーク・ライフ・ミックスの発想が活か

された暮らしだ。

　現在はお客さまと直接お会いする機会はないも

のの、いずれはさまざまなカタチで何らかのお役に

立てるように、さらなるスキルアップと経験の蓄積に

努めている齋藤さん。住まいづくりに必要なアイデ

アと工夫で、どのように魅力的なリフォームに仕上

げるか…、仕事への愛着と向上心を抱えて、日々

業務に、そして子育ても情熱を傾ける。

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：子供とDIY

●好きなもの：ミニカーのコレクション

●仕事のモットー：
　綿密なスケジュール管理と納得の仕上がりで、
　住まわれる方の満足に応えたい。

●齋藤さんが携わったヴィンテージ感を表現した
　マンションリフォーム。

●親子で子供部屋（クローゼット）リフォーム。床の
　ハネたペンキもご愛嬌。次は隣のドアを交換予定。

●子供に買ってあげていたら、自分が夢中になっ
　てしまったミニカーのコレクション。

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ キーッセリ51

スラブ語で「酸味」を意味するキーッセリ。とろみの濃度を変えて食後のデ

ザートや飲料として供されます。夏の冷たいデザートですが温かいまま戴

くこともあり、一年を通して好まれる伝統的なデザートです。

❶鍋にジュース、水、蜂蜜を入れ、中火にかけ、混ぜながら沸騰させる。

❷フルーツを入れて再び沸騰させたら、浮いてきたアクを丁寧にとる。そこに水で溶

　いた片栗粉を入れ、とろみがついたら火を止める。

❸あら熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。
　ガラスなどの容器に移し替え、戴く直前にお好みで
　ホイップクリーム、ミントを添える。

作り方

材  料

・ベリー（ラズベリー・ブルーベリー・イチゴなど）
・リンゴジュース
・水
・片栗粉
・蜂蜜
・ホイップクリーム

400g
400ml
100ml

大3
大1

適量

スタッフ通信

2021
Summer

■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→A（ベッド、ソファなどの家具） 
必須要件ではありません。大切なのは、
快適な空間と時間を自然の中で共有すること。

Q2 正解→B（狩猟）
狩猟には許可証が必要ですが、それ以外は公有地・私有地を問わず、
ルールに沿って各々の責任のもとに、自国民はもちろん外国人にも
認められている権利です。〈自然はみんなのもの〉とする何とも羨ましい制度です。

Q3 正解→C（シラカバ）
サウナ内で全身を叩くようにして使用します。
血行促進、殺菌・保湿作用により、肌の引き締めやハリを保ち、
しなやかなボディをつくるといわれています。

4ページ
クイズの解答

2021年4月より、オーナー様への「省エネ性能の説明義
務制度」がスタートしました。これからは省エネ性能が
住宅の基本です。ジューテックホームの住まいは標準
仕様でも基準をクリア。今後もさらに環境に人にやさし
い“こもりたくなる”住まいづくりに努めて参ります。

4人分

　古くなった中古マンションをリフォーム・リノベー

ションして、新築マンションさながらの新しい状態

でお引き渡しする。そんなマンションリフォームのス

ペシャリスト、齋藤寛之さん。ジューテックホームで

は特殊なBtoBによる業務全般をひとりで担当して

いる。これまでに携わった物件は数百件。年間数

十件のリフォームを手掛けている。スピーディーにい

かに美しく快適な空間に生まれ変わらせるかが、

齋藤さんの腕の見せどころだ。天候などに左右さ

れないマンションリフォームゆえに、スケジュールや

品質管理がとくに重要。古びた中古のマンション

がまた新たな価値を生み出すのは魅力的だ。機

能面だけでなく、デザイン性も求められる昨今、より

広い視野と柔軟な対応も必要とされている。

WELL REFORM PRESENTS

お家で楽しみましょう！　ウェルリフォーム施工例（一例）

ベランピングの演出にはライティングが重要。ランタン

やLEDストリングライトもおすすめです。また、ちょっと

した収納ラックがあると、準備や後片付けの際に重宝し

ます。そして夏の時期、忘れてならないのが、虫除けア

イテム。蚊取り線香や虫除けスプレー、虫避けアロマ、虫

をおびき寄せる殺虫ライトなどを必ず準備しておきま

しょう。そして火を使う際には、後始末もお忘れなく。

ベランピングリフォーム
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。

対象地域／東京・神奈川
他の地域はお尋ねください。

ワンポイント
アドバイス！

ウッドデッキ＋オーニング ウッドデッキ＋プール ウッドデッキ

マンション人工木バルコニー 人工木デッキ＋目隠し

オーニング

■おすすめベランピングリフォーム！
●テラス・バルコニーの
　新設・リフォーム・バリアフリー化

●ウッドデッキ・人工木デッキの
　新設・補修・塗装

●オーニング等の設置

●アウトドア照明の設置

●目隠しフェンス等の設置

●屋外電源・水道設備などの増設

●ガーデンボックス、収納棚など
※現在のお住まいの状況によっては、リフォームが困難な場合もございます。

Saito          Hiroyuki

 ＊お菓子教室roco
作り方の動画はこちらから→

*

モデルハウス

軽い酸味とほどよい甘み。誰でもカンタンにつくれる夏の冷たいデザートです。

Kiisseli

お家でアウトドアを楽しむ！
〈ベランピングリフォームで快適に〉

※冷凍でも可
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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
2022年11月
30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／2021年8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。

アウトドアでもキッチン・お風呂でも大活躍！重低

音と広がりのある高音。最新のSONYワイヤレス

ポータブルスピーカー（ブラック、ベージュ、ライトブ

ルーのいずれか1点）を3名様にプレゼント！
●約φ76×H95mm・約253g、防水・防塵・Bluetooth対応、
　USB Type Cケーブル、ストラップ付属

■応募締切2021年8月10日必着
■発表は発送（8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

Exhibition

おすすめ展覧会情報

エリエル・サーリネン（1873-1950）は、フィンランドのナショナル・ロマ

ンティシズムを代表する建築家です。1900年パリ万博フィンランド館

をゲセリウスとリンドグレンと設計し脚光を浴びたサーリネンは、共同

設計事務所と生活の場としてつくられたヴィトレスクで、自然のなか

の理想の暮らしを実現します。住宅、商業建築、公共建築、駅や都市の

デザインと、次第に幅を広げていくサーリネンの設計活動は、20世紀

前半の近代化と手と携え、多様な文化を受け容れつつ民族のルーツ

を希求した初期のスタイルから、独自の形態を通じて新しいフィンラン

ドらしさを提示しようというモダニズムへと展開します。本展は、渡米ま

でのフィンランド時代にスポットをあて、図面や写真、家具や生活のデ

ザインといった作品資料を通して紹介します。つねに革新を求めつつ、

自然や風土に根ざし、光と陰影をとりこんで豊かな表情を見せるサー

リネンのデザインは、生活のあり方を一歩立ち止まって考え直す機会

として、今の私たちの心に深く語りかけるでしょう。

サーリネンとフィンランドの美しい建築展

2021.7.3［土］～9.20［月］
パナソニック汐留美術館 
●開館時間／10:00～18:00
　　　　　　　　（入館は17:30まで）
　※8月6日（金）、9月3日（金）は夜間開館
　　20：00まで（ご入館は19:30まで）

●休館日／毎週水曜日、
　　　　　8月10日（火）～13日（金）

●入館料／（税込）
　一般：800円、
　65歳以上：700円
　大学生：600円、
　中・高校生：400円、
　小学生以下：無料
　※障がい者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料。

●アクセス
・ＪＲ新橋駅「烏森口」「汐留口」「銀座口」より徒歩約8分
・東京メトロ銀座線新橋駅「2番出口」より徒歩約6分
・都営浅草線新橋駅「ＪＲ新橋駅・汐留方面改札」より徒歩約6分
・都営大江戸線汐留駅「3・4番出口」より徒歩約５分
・ゆりかもめ新橋駅より徒歩約6分

●お問い合わせ／ハローダイヤル 050-5541-8600
●https://panasonic.co.jp/ls/museum/

※予約サイトでの日時指定予約が必要です。
　詳細、最新情報はオフィシャルサイトにてご確認ください。

ポホヨラ保険会社ビルディングの中央らせん階段
Photo fMuseum of Finnish Architecture / Karina Kurz, 2008

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2020
7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2020
7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2020』において、今年もジューテックホームは
「特別優秀賞」と「省エネ住宅特別優良企業賞」をダブル受賞いた
しました。これも皆様のご愛顧・ご支援の賜物であり、心より御礼申

し上げます。そこで感謝の気持ちを込めて〈7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2020

特別優秀賞＋
省エネ住宅特別優良企業賞

W受賞
（2020年実績にて2021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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