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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

趣あるモノトーン空間に響き合う小粋なインテリアが
洗練された上質感へと誘う。

Informationi住まいの多彩な表情を切り撮った
　　　　　　　ジューテックホームのInstagramで、お気に入りの住まい見つけませんか！

Monotone style & Aesthetic space j神奈川県・K邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ サフランスパーロン

P r e s e n t iドイツの蜂蜜酒Baren Metと
　　　　　 　オーストリアDarboのジャム3種をセットで
　　　　　 　5名様にプレゼント！
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松野 佳代子さんネイリスト

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

驚きと感動のマイクロバブルバスユニット！

WINTER-2022 Vol.61

Exhibition iザ・フィンランドデザイン展―自然が宿るライフスタイル

Coler your life - culture BOX

A  d e l i c i o u s  S c a n d i n a v i a n  s t o r y.

冬の夜長のおいしいストーリー！
 観て楽しむ、つくって味わう！

クリスマスの映画を彩る料理・お菓子

A Christmas dish out of the movies.



Babettes gæstebud〈Denmark〉

feature特集―1

＊ご紹介の料理・お菓子はストーリーのイメージを再現したもので実際に登場するものとは異なる場合があります。

映画や本のシーンに登場するさまざまな料理。その場面に

彩りを与え、ときには重要な演出でもあるテーブルのシーン。

そんな北欧のストーリーに登場するおいしい料理・スイーツ

を再現しました。ぜひストーリーと一緒にお楽しみください。

A  d e l i c i o u s  S c a n d i n a v i a n  s t o r y.

19世紀後半、デンマークの小さな漁村を舞台に、牧師
だった父の遺志を継いで、慎ましく生きる初老の姉妹。
ある日、彼女たちのもとに、ひとりのフランス人女性が
やってくる。パリの動乱で家族を失い逃げ延びてきた
バベット。メイドとしてその姉妹に仕えるが、ある日、偶
然に買った宝くじで大金を手にする。かつてパリで有
名シェフだったバベットは、賞金を全額使って村人の
ために晩餐会を計画…。食べることの幸せと心の交
流が温かく描かれている。〈海亀のスープ〉から始まり

〈サヴァラン〉へと続く晩餐会の豪華な料理・ワインは
必見。第60回アカデミー賞で外国語映画賞を受賞。
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バベットの晩餐会
幸せを呼ぶ至福の料理の数々
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クグロフ型サヴァラン ラム酒風味

Heinahattu ja Vilttitossu〈Finland〉

しっかり者の姉ヘイフラワー、わがままな妹キルトシュー。愛くるし
い姉妹が、料理下手なママ、じゃがいも研究に明け暮れるパパ、
さらに隣人を巻き込んでの騒動がほのぼのと描かれている。カ
ラフルなインテリア・POPな映像にも注目。2003年ストックホ
ルム国際児童映画祭グランプリ。

ヘイフラワーとキルトシュー
じゃがいも嫌いにもおすすめ！？
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丸い朝食

Ruokala Lokki〈Finland〉

北欧ブームのきっかけのひとつとなった話題作。フィンランド・
ヘルシンキ「かもめ食堂」を舞台に、個性豊かな3人の女性を
中心に人々 の交流を描いたヒューマンドラマ。料理・食器・イン
テリアなどフィンランドの魅力が満載。

かもめ食堂
芳ばしい北欧ソウルフードでほっこり
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シナモンロール

Kalevala〈Finland〉

19世紀に民間説話をまとめたフィンランドの民族叙事詩。全
50章からなり、天地創造から、神や精霊が登場して様々な物
語として展開する。フィンランド独特の伝説・伝承は音楽・美術
など、様々な分野に大きな影響を与えた。そんなカレワラが誕
生したカレリア地方の代表的な郷土料理を二品ご紹介。

北欧神話に登場する女神イズンの林檎とミョード（蜜酒）。蜜
酒は、ひと口飲めば美しい詩がすらすら出てくるというお酒で、
オーディンが巨人から奪って、最終的にアースガルズ（王国）の
宝物になる。またイズンの林檎は若返りのリンゴとされ、神々が
歳をとらないのはこのリンゴを食べているからだとか…。

カレワラ物語
フィンランドの叙事詩と伝統料理
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カレリアンシチュー・カレリアパイ

Nordisk mytologi
北欧神話

太古より神 も々トリコにした健康食
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イズンの林檎・詩人の蜜酒（ミョード）

Mestari Cheng〈Finland〉

上海からやってきた料理人とその息子。訪れたのはフィンラン

ド北部の小さな過疎の村。恩人を探していたが、誰も知らない。

そんなとき食堂を経営するフィンランド人女性と出会い、食堂

を手伝う代わりに恩人探しに協力してくれることになる。人探

しは一向に進まないものの、料理人の薬膳料理は評判となり、

いつしか地元の人々の胃袋とココロをつかんで、食堂は大

盛況。次第に常連客とも打ち解けてゆくが、観光ビザの期限

が迫り帰国する日が近づいてくる――。国籍や文化の違いを

乗り越え、お互いを家族のように思いやる。そんな交流が温か

い視線で描かれている。

世界で一番しあわせな食堂
胃袋とココロをつかんだ薬膳スープ
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薬膳スープ

●監督：ミカ・カウリスマキ
●2019年
●フィンランド・イギリス・中国●114分

●監督：ガブリエル・アクセル
●1987年
●デンマーク●102分

●監督：カイサ・ラスティモ
●2002年
●フィンランド●72分

ポーランド貴族が考案し、1840年頃パリの菓子店〈ス

トーレー〉が〈ババ〉という名でレシピを完成させた。

お店のスペシャリテとして人気を博す。小麦粉・塩・砂

糖・ドライイースト・卵を加えてカートで練るように混ぜ

合わせ、そこに溶かしバター・牛乳を加え、さらによく混

ぜる。薄くバターを塗ったクグロフ型に生地を流し込み

2倍に膨らむまで発酵させてオーブンで焼く。

鍋のシロップにラム酒※を加え沸騰しないように

温め、そこに焼き上がりを浸して、上下を返し

ながら5分ほど十分にしみ込ませる。

粗熱が取れたら全体にナパージュを塗る。

仕上げに生クリームで飾りつける。

スープに生姜・白キクラゲ・クコの実・ナツメ・塩を加え、酒で下拵えしたスズ

キの切身を入れて、火が通ったら、塩・コショウで味を整える。器に移して、お好

みで香菜（パクチー）を散らす。

●薬膳スープ

厚切りじゃがいもをやや硬めに茹でて、その半分をバターを塗った耐熱容

器に敷き、炒めた〈ニンニク・玉ねぎ・合挽肉〉を敷き詰める。たっぷりの

粉チーズを振り、上に残り半分のじゃがいもを下の具材が見えなくなるよ

う敷き詰める。卵・生クリーム・牛乳・塩をよく混ぜて上から流し込み、オー

ブンで焼き色をつける。仕上げのアクセントにパセリをちらす。

●ペルナリエスカ
　（Perunarieska）

I rymden finns inga kanslor〈Sweden〉

アスペルガー症候群の主人公シモンは物理とSFが大好きで、
人とかかわることが苦手。嫌なことがあると自分だけのロケット
にこもってしまう。そんなシモンを理解できるのは兄サムだけだが、
彼の恋人はシモンに嫌気がさし、サムのもとを去ってしまう。兄を
元気づけるべく、シモンは完璧な恋人を探すことに…。カラフ
ルな映像で綴る心温まるストーリー。

シンプル・シモン
ま～るい朝ごはん
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丸い朝食

●監督：アンドレアス・エーマン
●2010年●スウェーデン
●86分    

シモンの朝食に並ぶのは丸いカタチだけ、そんなま～るい朝食を再現！

パンケーキの上に目玉焼き、まわりに丸く輪切りにしたトマト・ラデッシュ・

サラミ・キュウリなど、デコレートしてシモン風朝食プレートの出来上がり。

●丸い朝食

茹でたじゃがいもをつぶし、

ペースト状になったら、塩・ク

ミン・卵・小麦粉を加えてよ

く混ぜる。直径12cm程の

大きさになるように丸く伸

ばす。フォークで中央に穴を

開けオーブンで焼く。じゃが

いもの風味豊かなパン。

じゃがいもにうんざりのヘイフラワーとキ

ルトシューにも食べさせたい…簡単でお

いしいじゃがいも料理をふたつご紹介。

●監督：ベント・ハーメル
●1995年●ノルウェー●86分

食事はバナナミルクセーキしか受けつけない息

子のコンラード。簡単でおいしく、栄養もたっぷり

なので忙しい朝食には最適！ ミキサーにバナナ・

牛乳・生卵、はちみつを適量加えて攪拌するだけ。

なめらかになったらグラスに注いでシナモンパウ

ダーをトッピングして完成。

ノルウェーの雪深い森の一軒家で暮らす

ふたりの年老いた兄弟。そこに突然、車椅

子生活の兄の息子がやってきた。質素で

平穏だったふたりの日常が一変する。美し

い映像で綴られた不思議な寓話的作品。

●クグロフ型サヴァラン  ラム酒風味

※ラム酒はフランス領マルティニーク産
　（マッドコーラム、J.Mゴールドラムなど）がおすすめ。

●ペルナラーティッコ
　（Perunalaatikko）

●監督：荻上直子　
●2005年●日本●102分

●監督：エリザ・シュローダー
●2020年●イギリス●98分

●バナナミルクセーキ（Banana milkshake）

強力粉・てんさい糖・塩・カルダモンパウダー・ドライイースト・牛乳・バ

ターで生地をつくり一次発酵。四角に伸ばして溶かしバターとシナモン

パウダー・てんさい糖を振りかける。ロール状に巻いて、それを扇形に

カットしてゆく。二次発酵させて、溶き卵を塗ってオーブンで焼き上げる。

北欧で定番のお菓子シナモンロール。映画

〈かもめ食堂〉〈ノッティングヒルの洋菓子

店〉に登場するシナモンロールはそれぞれ

フィンランドとスウェーデンで形も異なる。

●コルヴァプースティ（korvapuusti）

A Christmas Sweater for Nina〈Sweden〉

クリスマス間近の風が冷たいある日、猫のフランソンがセーター
を着て町に出かけると、あら大変！いつのまにか大切なセーター
がほどけてしまう。その毛糸をたどってゆくと…。猫とクリスマスの
心温まる話に登場するのは、聖ルシア
祭を祝う〈ルシアさんの猫〉という
ルッセカット。

スウェーデンを代表する児童文学作家ウルフ・スタルクの遺作。
死ぬ前に、昔住んでいた家に行きたいというおじいちゃんのた
めに、ぼくは完璧な計画をたてる…。ユーモラスで切ない物語。
ミートボールにこけももジャム…思い出とと
もによみがえる味の記憶が物語を深める。

フランソンのさむい冬の日
猫のしっぽのようなサフランパン
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ルッセカット（サフランパン）

The Runaways〈Sweden〉

おじいちゃんとの最後の旅
味わい深い思い出の料理
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ショットブッラル（スウェーデンミートボール）

通常のパンと異なるのはサフランを加えること。強力粉・無塩バター・砂

糖・塩・卵・牛乳・イースト、それに細かくして水に浸したサフラン、適量の

水を加えて生地をつくり二次発酵。それをひも状にして、さらにS字型に

形成し、レーズンを添えて二次発酵。溶き卵を塗りオーブンで焼き上げる。

●ルッセカット（Lussekatter）

ひき肉・炒めた玉ネギ・生クリーム（牛乳）、卵・パン粉・レッドペッパー・オー

ルスパイス、コショウをよくこねて、冷蔵庫で30分程冷やす。ほどよい大き

さにまるめ、形を保つためにオーブンで表面を5分程焼く。さらにバター

を溶かしたフライパンでこんがりと焼上げ、好みでブラウンソースやクリー

ムソースをかけ、仕上げにコケモモジャム・ブルーベリージャムを添えて。

●ミートボール（Köttbullar）

リンゴをふんだんに使ったデンマークのアップルケーキをご紹介。卵・て

んさい糖を湯煎で溶かしながら温め、砂糖が溶けたら白くもったりするま

で泡立てる。別のボウルでバターとヨーグルトを湯煎で溶かし、2・3回に

分けてゆっくり混ぜる。ふるっておいた薄力粉・アーモンドプードル・ベー

キングパウダーを加え、粉気がなくなるまでさっくりと混ぜる。型に流し入

れて、リンゴ（皮をむき厚めに切ってレモンをかけておいたもの）をのせ、

てんさい糖・シナモンパウダーをかけてオーブンで焼く。

●エーブラケイ（Æblekage）

北欧神話だけでなく、ギリシャ

神話、旧約聖書のアダムとイ

ヴにも登場するリンゴ。その

栄養価は古くから「医者いら

ず」として重宝されてきた。

人類の歴史とともにある蜂蜜。蜂蜜酒も

1万年以上も前からつくられていて、人類

最古のお酒。そのままでも、レモネードや

ソーダ割、シナモン・ナツメグ・ショウガなどを入れたお湯割も美味しい。

またミルク割やシャーベット、アイスクリームやチーズとの相性も抜群。

もちろん料理にもいろいろと応用できて、家庭に1本常備しておきたい。

●蜂蜜酒
   （Mjöd）

水に浸しておいた寒天を絞り、鍋に水とと

もに入れ、火にかけてよく溶かし、細目のザ

ルで濾す。蜂蜜酒・グラニュー糖を加えて

再び弱火で煮詰める。糸を引いて流れ落

ちるくらいになったら、クッキングシートを

敷いた容器に入れて冷まし、固まるまで冷

蔵庫で冷やす。固まったら好きなカタチに

（切ったり、ちぎったり、型で抜いたり）して、

重ならないように並べて、結晶化するまで

1～2週間ほど乾燥させる。

●蜂蜜酒の〈食べる宝石〉琥珀糖

ライ麦粉と小麦粉の生地に、ミルク粥（米

を牛乳で炊いたお粥）を包み込むように上

にのせ、溶かしバターを塗ってオーブンで

焼いたもの。仕上げにつぶしたゆで卵をの

せて出来上がり。フィンランドではクリスマ

スに各家庭でつくられることが多い。

●カレリアパイ（カレリアンピーラッカ）
　（karjalanpiirakka）

スウェーデンのシナモンロールは三つ編み

をねじって丸めたような形のカネルブッレ。

●カネルブッレ（Kanelbulle）

●キルスティ マキネン(著)
●荒牧 和子(訳)　
●2005年・春風社

●セシリア・ヘイッキラ(著)
●菱木晃子(訳)　
●2021年・化学同人

●ウルフ・スタルク(著)
●菱木晃子(訳)　
●2020年・徳間書店

●杉原 梨江子(著)
●2013年・実業之日本社

Eggs〈Norway〉

卵の番人
ノルウェーの奇妙なおとぎ話
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バナナミルクセーキ

冬の夜長の
おいしいストーリー！

フィンランド東部カレリア地方は、叙情詩『カレワラ』が生まれたところ。

そしてフィンランド人にとって、こころのふるさとと呼ばれる場所。この地

の伝統的な煮込み料理のカレリアンシチューは、豚肉と牛肉をニンジンと

玉ねぎ、バター・スパイス（オールスパイス・コショウ・ローリエ）とともに煮

込んだもの。肉と野菜の旨味を活かしたシンプルな味わい。

●カレリアンシチュー
　（Karjaranpaisti）



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。

ちょっとここで、お菓子・クリスマス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
シナモンロールが誕生したのは

どこの国でしょう？

　　　A.フィンランド 　B.スウェーデン

　　　C.アメリカ　　　D.ドイツ

Q2
4つの国を代表するクリスマスのお菓子を

それぞれ選択肢から選んでください。

  ドイツ・イタリア・デンマーク・オーストリア
　 ↓   　　↓　　　  ↓　　　　　↓

   　　A.パネトーネ  B.シュトーレン  

　　　C.クグロフ　　D.エーブレスキーバ

Q3
サンタクロースとは対照的に、

悪い子供を戒めて罰を与えると

言われているのは誰でしょう？

　　　A.ゴブリン 　　B.グレムリン 

　　　C.なまはげ　　D.クランプス
ヒント！ 

東ヨーロッパからイタリアにかけて広く流布している伝説。
ヒント！

今でもその国を代表するお菓子です。

ここで、ちょっとひとやすみ！

feature特集―2

クリスマス映画のシーンに登場する料理・お菓子の数 。々観て、つくって、
味わいたい――。おすすめの映画とともに、おいしい料理をご紹介します。

ヒュッゲとともに、New Nordic Cuisine
〈北欧キュイジーヌ〉で料理分野でも熱い
注目を集めるデンマーク。北欧5ヶ国の家庭
料理・伝統料理の調理技術から食材、食
文化まで北欧料理が一冊に。朝食から魚
料理・肉料理・スイーツ・クリスマスのお祝
い料理など、101のレシピを丁寧な説明と
美しい写真とともに紹介。コラム・資料も
充実。北欧の食に興味がある方は必見。

北欧料理大全

クリスマスの時期には、あちこちで耳にするクリスマスソング。世界最
高セールスを記録したクリスマスソングは、ビング・クロスビーの〈ホワ
イト・クリスマス〉。全米チャート14週間1位を記録し、シングル売り上げ
が5000万枚。他のアーティストのバージョン
も含めると総数は1億枚でギネス記録にも
認定された。また1984年リリース〈ワム!〉の

〈ラスト・クリスマス〉は日本のオリコンチャート
通算30週1位を記録した。毎年ヒットチャート
を賑わせている定番のクリスマスソング。
さて、今年はどうでしょうか。

ホワイト・クリスマスビング・クロスビー　

  観て楽しむ、つくって味わう！

 クリスマスの
 映画を彩る
 料理・お菓子

3 4＊ご紹介の料理・お菓子はストーリーのイメージを再現したもので実際に登場するものとは異なる場合があります。

A Christmas dish out of the movies.

クリスマスのメインディッシュは、ローストチキンが日本の定番

だが、意外にも北欧やアメリカ、ドイツ、オーストラリアなど世界

各国でローストポーク（クリスマスハム）が主役のところが多い。

調理済みのブロックハムにスパイスやハーブ、蜂蜜などを塗り

オーブンで焼くだけでも良いが、ここでは豚肉からつくるデン

マークのローストポーク〈フレスケスタイ〉をご紹介。豚脂身に

5～7ｍｍ程の間隔で切れ目を入れ、塩をまぶしてちぎったベ

イリーフとクローブを切れ目にはさみ、コショウを振る。180℃に

余熱したオーブンで、クッキングシートの上に脂身を上にして乗

せて焼き上げる。肉500gでおよそ50分、様子を見ながら、表

面にこんがりカリカリと焼き目をつける。焼き上がったらスライ

スして、パンやサラダなど様々な料理にアレンジも可能。

フレスケスタイ
（ローストポーク）

Flæskesteg〈Denmark〉

ミンスパイ
Mince pie〈United Kingdom〉

クリスマスを迎えるデンマークの小村を

舞台に、子どもの何気ない嘘から、無実

の罪を着せられた男の孤独な戦いを描

いた人間ドラマ。人間の誇りを失わず、

ひたすら耐える日々を送りながら、追い

詰められる主人公。ある決意を胸に、住

人たちの集うクリスマス・イブの教会へ

と向かう…。集団心理の恐ろしさと、その

暴力に抵抗する姿に心えぐられる秀作。

主演マッツ・ミケルセンは第65回カンヌ

国際映画祭で男優賞受賞。第86回アカ

デミー賞で外国語映画賞にノミネート。●監督：トマス・ビンターベア
●2012年・R15+●115分
●キャスト：マッツ・ミケルセン

イギリスの伝統菓子でクリスマスの定番。ドライフルーツやス

パイスを混ぜ込んだミンスミート（かつてはミンチ肉を使用）を

パイ生地で包んだ小ぶりのパイ。レーズン・りんご・ナッツ（くるみ・

アーモンド・ヘーゼルナッツなど）、パウダースパイス（シナモン・

クローブ・ナツメグ等）・しょうが・レモン汁・砂糖などの材料を鍋

で混ぜ合わせ、バターを加えて、水分がなくなるまで煮詰める。

火を落としブランデーを加え、混ぜ合わせてから冷ます。あらかじ

めバターを塗ったマフィン型に、型抜きしたパイシートをはめ込

み、フォーク等で穴をあけ冷蔵庫でしっかり冷やす。それぞれの

パイ生地の中に、はみ出さないようにミンスミートを詰めてゆく。

200℃のオーブンで（焼き加減をみながら）約15分焼く。ラブ・

アクチュアリーをはじめ、ハリーポッター、ブリジット・ジョーンズ

の日記、天空の城ラピュタなどの映画にも登場。

バノフィー・パイ
Banoffee pie〈United Kingdom〉

イギリス定番のお菓子バノフィー・パイ。バノフィーとは、バナナ

＋トフィーのこと。登場したのは1972年という比較的新しいお

菓子。イギリス南部にある人気レストラン〈ハングリー・モンク※〉

が考案し、世界中にひろまった。カンタンで美味しいので手づ

くりする人も多い。映画《ラブ・アクチュアリー》では、キーラ・ナイ

トレイ扮する新婚のジュリエットが、夫の友人の家を急にたず

ねていく場面に登場する。耐熱容器に入れた練乳をオーブン

でキャラメル状になるまで湯煎、型に入れて焼いたタルト生地

に、キャラメル状になった練乳を流し込み、表面を平たく整え

たらカットしたバナナを敷き詰めて、ホイップクリームをのせる。

仕上げにコーヒーパウダーを振りかける。

偽りなき者
Jagten〈Denmark〉

クリスマスの切り株（丸太）を意味し、ルーツは北欧のユール

に使われるユールログ（厄除け・無病息災）など諸説あるが、

ケーキの登場は19世紀のフランスで、その後クリスマスケーキ

として定着。ケーキの全面にチョコレートクリームを塗り、表面に

フォークで樹皮をかたどった筋模様を描き、デコレーションする。

ブッシュ･ド・ノエル
bûche de Noël〈France〉

クリスマス直前のパリを舞台に、義父の

葬式に集まった3人の娘たち。それぞれ

苦悩を抱えた3人が、家族の絆をとり戻

す、ほろ苦くもあたたかい物語。「シェフと

素顔とおいしい時間」ダニエル・トンプソ

ン監督デビュー作。豪華女優の共演、ミ

ッシェル・ルグランの音楽にも注目。
●監督：ダニエル・トンプソン
●1999年●106分
●キャスト：サビーヌ・アゼマ、
　エマニュエル・ベアール、
　シャルロット・ゲンズブール、クロード・リッシュ

ブッシュ・ド・ノエル
La bûche〈France〉

クリスマス間近のロンドンを舞台に、イギ

リス首相をはじめ老人から11歳の少年ま

で、さまざまな職業・境遇の男女19人が

織りなす群像ラブ・ストーリー。様々な人

間模様を綴る豪華キャスト、往年のヒット

曲が、さらにストーリーを盛り上げる。クリ

スマス映画の定番としてすっかり定着。
●監督：リチャード・カーティス
●2003年・R12+●135分
●キャスト：ヒュー・グラント、リーアム・ニーソン、
　コリン・ファース、ローラ・リニー、
　エマ・トンプソン、アラン・リックマン、
　キーラ・ナイトレイ、ローワン・アトキンソン、
　ビリー・ボブ・ソーントン、ビル・ナイ　他

ラブ・アクチュアリー
Love Actually〈United Kingdom・United State〉

毎年クリスマス・イヴには一族全員が集

まり晩餐会を開くのがクーパー家の習わ

し。集まった家族はそれぞれに秘密や問

題を抱え、晩餐会は思いもよらぬ展開

へ。家族の笑いと涙を交えてユーモラス

に描かれる…最高に美味しい結末。

●監督：ジェシー・ネルソン
●2015年●107分
●キャスト：アラン・アーキン、 ジョン・グッドマン、
　エド・ヘルムズ、ダイアン・キートン、
　アマンダ・セイフライド、マリサ・トメイほか

クーパー家の晩餐会
Love the Coopers〈United State〉

緑鮮やかなホウレンソウのフィットチーネにトマトとイクラの赤、

クリームの白がクリスマスにぴったり。熱したフライパンにオ

リーブオイルを入れ、みじん切りのニンニク・玉ねぎを加えてよ

く炒め、さらに小粒のプチトマトを加えて軽く火を通したら、白

ワイン、生クリーム、塩・コショウ少 を々加えてさらに炒め、茹で

たフィットチーネを加えて混ぜる。仕上げにイクラを散らして出

来上がり。映画ではジャック・ブラックとケイト・ウィンスレットの

「フィットチーネを作ってあげる」というシーンが印象深い。

クリスマス

フィットチーネ
Fettuccine〈Italy〉

アメリカとイギリスに暮らす2人の女性が

クリスマス休暇の間だけお互いの家を交

換する〈ホーム・エクスチェンジ〉によって

人生の新たな一歩を踏み出してゆく。

豪華キャストで贈るクリスマスのロマン

チック・コメディ。

●監督：ナンシー・マイヤーズ
●2006年●135分
●キャスト：キャメロン・ディアス
　ケイト・ウィンスレット、
　ジュード・ロウ、ジャック・ブラック

ホリデイ
The Holiday〈United Kingdom・United States〉

シャーロット〈ダイアン・キート

ン〉特製のスイーツ〈ダンプ・

サラダ〉の作り方はカンタン！

カッテージチーズ・ホイップク

リーム・ラズベリージャム・パ

イナップル（缶詰可）・マシュ

マロをボウルで混ぜて、器に

盛り付けナッツをトッピング。

ダンプサラダ
Dump Salad〈United States〉

しょうがを使ったクッキー〈ジンジャーブレッド〉を人の形にした

ジンジャーブレッドマン。しょうが・スパイスには病気予防や魔

除けの力があるとされ、16世紀頃からつくられるようになった。

ツリーの飾りにも使われるクリスマスの人気者で、「シュレック」

「グリム・ブラザーズ」などの映画にも登場する。バター・ブラウ

ンシュガーを鍋で溶かし、ふるいに掛けた

薄力粉・ジンジャー＆シナモンパウダー・

ベーキングパウダーを加え、塊になるまで

よく混ぜ合わせる。冷蔵庫で少し休ませ、

生地を3㎜厚で均一にのばし、

型抜きしたら180度に予熱した

オーブンで約8～10分ほど焼く。

仕上げにアイシングで目や口を描く。

ジンジャーブレッドマン
Gingerbread man〈United Kingdom〉

フィンランドのクリスマスの朝に

欠かせないミルク粥。渋皮をむ

いたアーモンドを1粒隠し、当たる

と良い一年が迎えられるそうだ。

炊いた米に牛乳を加え、中火で

煮込み、フタをして弱火で15分以

上蒸らす。塩を加え、盛りつけて

シナモン、グラニュー糖をかける。

日本で言えばお雑煮だろうか。

ミルク粥
Riisipuuro〈Finland〉

フィンランドの酷寒の小さな村を舞台に

事故で家族を亡くした少年が、厳しくも

美しいフィンランドの自然のなかで逞しく

生きる姿を描いたファンタジー。成長し

た少年はやがてサンタクロースと呼ばれ

るようになる…。心温まるサンタクロー

スの誕生秘話。

●監督：ユハ・ブオリヨキ
●2007年●77分
●キャスト：ハヌ・ペッカ・ビョルクマン、
　カリ・バーナネンほか

サンタクロースになった少年
Joulutarina〈Finland〉

マーチ家のクリスマスに登場する〈ソーセージとリンゴのオー

ブン焼き〉。作り方はリンゴ・茹でたじゃがいも・紫玉ねぎ・ニン

ニクを程よくカットし、オリーブオイルを絡める。蜂蜜・マスタード

をソーセージと和え、

耐熱容器に入れて

200℃のオーブンで

火が通るまで焼く。

最後にローズマリー

を添える。お好みで

マーマレード、ワイン

ビネガーを隠し味に。

ソーセージと

りんごのオーブン焼き
Oven-baked sausages & apples〈United States〉

南北戦争のさなかのニューイングランド

に住む個性豊かなマーチ家の四人姉妹

の物語。ルイーザ・メイ・オルコットの

自伝的名作は、度々映画化されている。

2019年に、グレタ・ガーウィグ監督の最

新作「ストーリー・オブ・マイライフ わた

しの若草物語」も公開された。

●監督：ジリアン・アームストロング
●1994年●118分
●キャスト：ウィノナ・ライダー、
　スーザン・サランドン、ガブリエル・バーン、
　トリニ・アルヴァラード、サマンサ・マシスほか

若草物語
Little Women〈United Statesd〉

日本で初めてサンタクロースが登場した
のは、1898（明治31）年に教文館から発
行された日曜学校の教材「さんたくろう」
という日本初のクリスマス小説の挿絵。
ツリーを抱えて、トナカイではなく、ロバ？の
背中にはプレゼントも覗いています。明治
の終わり頃には、クリスマスツリーも飾られ
るようになり、1910年に不二家からはじめ
てクリスマスケーキが発売されました。

三太九郎（さんたくろう）

※「さんたくろう」の表紙 国立国会図書館蔵

※現在は閉店

誠文堂新光社（2020年）
●カトリーネ・クリンケン（著）●リーネ・ファルク（写真）●くらもとさちこ（訳）

ドイツの蜂蜜酒Baren Metと
オーストリアDarboのジャム3種を
セットにして5名様にプレゼント！

家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、
本場のレシピ101　食文化まで。
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■敷地面積／193.35m2（58.48坪）

■延床面積／144.71m2（43.77坪）

■1階面積／  75.15m2（22.73坪）

■2階面積／  69.56m2（21.04坪）

■小屋裏面積／  30.23m2（  9.14坪）

■構造／木造軸組工法・2×8屋根構造

アーキペラーゴ〈設計：坂下兼三+IC：小野さやか〉

●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

暮らしのテクスチャーと

シンクロする絶妙な空間づくり。

高気密・高断熱などの快適性を支えるさまざまな住

宅性能はもちろん、心理的・精神的な快適性を左

右する空間レイアウト・デザインが、心地いい住まい

のカギを握る。そして数値には表れない感性と自由

度で思い通りにカタチづくられるのが、オーダーメイド

ならではの魅力。まずは自分たちの住まいの理想像

をしっかりと意識し、希望・想いをはっきり伝えて、納

得できるカタチにすることが大切だというKさん。住

まいづくりの良きパートナーにも恵まれ、完成した際

は満足感と同時に、充実した住まいづくりが終わっ

たという、淋しさも感じたそうだ。これからはインテ

リアで住まいをさらにブラッシュアップさせたい…。

Kさんご夫妻の住まいづくりはさらに続く。

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

シンプルなモノトーン基調に

インテリアが映える美的空間。

5

S t a f f  V o i c e
ご希望をお伺いしながら、そのイメージを

かなえる素材選び、そしてディテールへ

のこだわり。あらゆる可能性をご一緒に

検討させて頂きました。完成度の高い

空間ならではの移ろいゆく大切なお時

間を、ご家族で、末永く、楽しんで頂けれ

ば幸いです。

リスタートから始まった

理想の住まいづくり

当初は他のハウスメーカーに依頼していたKさん。

しかしデザイン面を中心に不満が膨らみ、完成する

住まいのイメージも理想とはかけ離れていた。そこ

で、以前から気になっていたジューテックホームに

もう一度相談してみることに…。それまで抱いてい

た不満をすべて打ち明けたというKさんの話に、親

身に耳を傾けて、解決策を探りつつ、理想に近づ

けてゆく。そして設計プランはとても満足できる内

容だったという。こうしてリスタートで始まった住まい

づくり。それまでのモヤモヤも解消し、不満から安

心へ、さらに楽しみへと変わった瞬間でもあった。

在来工法の躯体に、2×8構造の屋根。それぞれの

利点が活かされたハイブリッド仕様。すっきりとした

室内空間は、インテリアに造詣の深いご夫妻の想

いを反映し、趣あるモノトーン空間に仕上げられた。

キッチンを主役に、ランドリールーム、吹抜のスケル

トン階段、書斎、小屋裏など、暮らしに寄り添う落ち

着いた雰囲気で、インテリアがひときわ映える。住

宅資材専門商社ジューテックグループの調達力を

活かした設備機器のコストダウンで、グレードアップ

できたことも大きいと語るKさん。美しさに暮らしや

すさも相まった高機能オーダーメイドデザイン住宅

〈アーキペラーゴ〉の快適な住まいが実現した。

インテリアデザイナー小野さやか
Ono Sayaka

神奈川県 K邸

M o n o t o n e  s t y l e  &  A e s t h e t i c  s p a c e

ストーンモチーフの壁面に65インチのディスプレイがしっくりと馴染んだリビングは
ゆったりとしたくつろぎ感に満たされている。

在来工法の躯体と
2×8構造（屋根）の
ハイブリッド仕様。
グレートーンの
シンプルな外観。

グレートーンの濃淡・質感が巧みに調和したスタイリッシュなキッチン。左手のパントリーとともに、使い勝手の良い収納力も魅力。

玄関

ダイニング
リビング

パントリー
SIC

UP

趣あるモノトーン空間に響き合う小粋なインテリアが
洗練された上質感へと誘う。

小屋裏

グレートーンに統一されたシンプルな外装。

室内は質感・濃淡が表情豊かな趣ある

モノトーン空間で、インテリアが映える

落ち着いた気品に包まれている。

暮らしやすさと相まった

スマートな心地いい空間づくりが

理想のライフスタイルに調和する。

床タイルに家具・インテリア・スケルトン階段が見事に調和した1階吹抜空間。
フロア全面に蓄熱式温水床暖房を設置し、真冬も室内全体が快適。

お子さんの学習効率を高めるスタディコーナーは、いつでも親の目が届く
1階ダイニングに併設。

部屋干しスペースとしてだけでなく、動線や作業効率・収納面も
考慮された快適なランドリールーム。

キッチン上部は隠れ家のような書斎スペースに。
吹抜の眺めの良い開放空間が魅力。

当面はお子さんのプレイルームとして使用される小屋裏。仕切られた空間
なので散らかしてもストレスフリー。将来は収納スペースとして利用される。

すっきりと奥行き感のある玄関。正面には手洗いスペースを併設。

キ
ッ
チ
ン

スタディ
ルーム

玄関ホール
納戸

書斎

主寝室

ランドリー
スペース

洗
面
室

WIC 個室

個室

吹抜

小屋裏
収納DN

DNUP

収納

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
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第55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。

神奈川県横浜市出身。
1997年、大手航空会社にて客室乗務員として勤務。
退職後、ドイツ人の夫と結婚し、ハンブルグに6年在独。3児の母。

出産を機にネイルの資格（JNECネイリスト技能検定1級、

JNAジェル技能検定上級、ネイルサロン衛生管理士）を取得。

現在は（株）Amelia.にてネイリストとして活動中。

基本を大切にかつ進化する技術を身に着けるべく日々邁進中。

デザインネイルだけに留まらず育爪などにも力を入れ、

サロンでは丁寧なカウンセリングを行い

お客さまに合った的確な提案を心掛けている。

■ネイルサロンAmelia.（アメリア）Instagram→
https://www.instagram.com/amelia.nail/

ルも異なる馴れない環境のなか、三人の子

育てにも不安を抱いて、孤独感が募ることも

あったという。そのころ、知り合いから勧めら

れたのがネイリストの仕事だった。子育てを

しながら人と関わり、感性を活かせる仕事に

魅力を感じて、帰国した際にすぐに資格を

取得。当初はドイツでネイリストの仕事を始

めるつもりだったが、ご主人の理解もあって

日本に移住することが決まり、横浜での新た

な暮らしがスタートした。現在、横浜・上大岡

のネイルサロンAmelia（アメリア）でネイリスト

として活動している松野さん。これまでの客

室乗務員やブライダル関連などの仕事の経

験も活かしながら、きめ細やかな対応で、い

つもお客さまの思いに寄り添うように心掛け

ている。サロンでは指先を美しく健康的な

状態に保つ〈育爪〉を重視し、しっかりとし

た土台づくりをした上で、そこに爪への負担

が少ないジェルネイルで美しく仕上げられる。

お客さまを第一においたそんなサロンの方

針は、自分の思いとも重なり、恵まれた環境

でネイリストとして充実の日々 を過ごしている。

爪のケアからネイルアートにいたるまで、それ

ぞれの希望に応える高い技術力で、さまざま

な年齢・職業の女性から評価も高い。毎日が

いつも勉強だと語る松野さん。そのモチベー

ションは、何よりもお客さまに喜んでもらえるこ

と。そのために知識や技術の向上とともに、

さらに自らの感性にも磨きをかける。

　横浜・磯子の自宅は、高台の海を見渡せ

る抜群のロケーションで、シーサイドの街並

や行き交う船のあかりがキッチン・ダイニング

の窓を彩る。家事の合間に、ふと目にするそ

んな景色に癒されるという。そしてドイツ暮

らしの体験から、寒さ知らずの蓄熱式温水

床暖房がフロア全体に設置されているの

がとても魅力的だった。住まいを手掛けた

ジューテックホームの自由度の高い対応に

よって、自分たちの暮らしにピッタリの住まい

が完成した。住まいづくりもネイリストの仕事

も、どちらも人それぞれの想いに応えること

が大切。だから住まいづくりにおけるその細

やかな対応にも共感を覚え、快適な住み心

地にとても満足しているという。余暇は家族
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美しく魅力的に、気分を高める――

理想的な指先を一緒に育てませんか。

●開放的なキッチン・ダイニング。
　窓の外には素晴らしいランドスケープがひろがる。

●お客さまの参考になればと松野さんが
　自身の爪にそれぞれ描いたデザインネイル。

●ネイルデザインのサンプルとジェルなど様 な々材料。
　自宅でもデザイン探究に余念がない。

●ガラス容器にコーディネイトされたエアプランツ。
　木ノ実やシナモンなどがあしらわれ香りも楽しめる。

松野 佳代子 Kayoko Matsuno

フィーカの小箱
Coler your life - 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
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M
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B

OOK

BOOK チャイクロ＊Ei Takada

愛と夢と知恵で世界に尽くせる人格に育てたい、

という願いをこめてつくらた半世紀におよぶロング

セラー知育絵本。数、形、言語といったテーマを

中心にした全8冊のセット。

松野さんからさらにお子さんへ、

世代を超えて愛され続けている

おすすめの知育絵本。

チャイクロ（全8冊）新装版
●高田恵以〈構成・編著〉

●奥田円香・塩見智子〈絵〉　

●BL出版・2013年　

Movie
バーテンダーとして働くステラ（ベット・ミドラー）

は、名家の医大生スティーヴンの子どもを身ごも

り、彼のもとを去って、女手ひとつで娘ジェニーを

生み育てることに。やがて年頃になったジェニーを

今の環境のまま置いていて良いものかと悩む…

未婚の母とその娘の愛情を描いたオリーブ・ヒギ

ンズ・プローティの1923年の小説「ステラ・ダラ

ス」の3度目の映画化。肝っ玉かあさんといったス

タンスを保ちつつ、その強さと哀しさの両方を巧み

に醸し出すベット・ミドラーの熱演が光る。娘の幸

せのために自分の夢を犠牲にしてきた未婚の母と

その娘の固い絆を描いた感動ドラマ。母の愛を描

いた名作として松野さんの記憶に残る名作。

ステラ
●監督：ジョン・エアマン　●脚本：ロバート・ゲッチェル

●キャスト：ベット・ミドラー、トリーニ・アルヴァラード、スティーヴン・コリンズ、ジョン・グッドマン、マーシャ・メイスン

●1990年・アメリカ・109分

　髪のお手入れやスキンケア同様に、美意

識の高い女性から広く支持されてきたネイ

ルケアやネイルアート。そんな指先の美を極

めるネイリストとして活躍している松野佳代

子さん。その魅力は指先を美しく魅力的に、

そして気分を高めて、美しさだけでなくモチ

ベーションやメンタル面でも幸せな気分にさ

せてくれること。そのために技術力はもちろ

んカウンセリングを通して人それぞれの理想

の指先を探り当て、その魅力を引き出すこと

が大切だという。爪のカタチや厚み、そして

悩みや好みも千差万別、ファッションやヘア

スタイル、ライフスタイルとの相性や季節感な

ども考慮しなければならない。だから松野さ

んのネイリストとしてのモットーは、お客さまの

希望を的確に把握し、満足いただける美し

さでお応えすること。理想とする美しい指先

をお客さまと一緒になって育てる。そんな思

いを持って日々 取り組んでいる。

　結婚を機に大手航空会社の客室乗務

員の仕事を辞めて、ドイツ人のご主人とハン

ブルクで暮らし始めた松野さん。ライフスタイ

　

とともに家で過ごす時間を大切にしている

松野さん。ご主人は家庭菜園、松野さんは

花や観葉植物が好きなので、エントランスは

いつも季節の花 で々彩られ、グリーンインテリ

アがシンプルな室内空間を心地よく演出し

ている。家族それぞれが家で過ごす時間を

楽しみつつ、ときおり夫婦や家族一緒に食

べ歩きを楽しむ。そんなシンプルで自然なラ

イフスタイルが垣間みられる。

　今までにいろいろな仕事を経験してきたな

かで、今はネイリストとしての仕事に情熱と誇

りを持って向き合っている松野さん。仕事も

暮らしも人との関わりを大切に、さまざまな経

験を活かしつつ、楽しみながら自身の向上心

を高めてきた。仕事、そして素敵な家庭にも

恵まれた充実した日々 にあっても、その現状

に満足することなく、これからも興味が持てる

ことに積極的にチャレンジしたい――それは

さまざまな経験や出会いを幸せに換えてきた

これまでの生き方とも通じている。熱い想い

とチャレンジ精神を胸に、松野さんのさらなる

挑戦は続く。

松野 佳代子さんネイリスト

Stella＊ John Erman

今回は、松野佳代子さんにセレクトしていただきました。

MUSIC Nine Track Mind＊Charlie Puth

新世代ポップ・スター、チャーリー・プースの味わ

い深いデビューアルバムNine Track Mind。

珠玉のメロディと緻密な楽曲構成、甘く美しい歌

声で一躍注目を浴びた。映画〈ワイルドスピード 

スカイミッション〉の挿入歌See You Again

（ウィズ・カリファとの共演）はとくに松野さんのお

気に入り。

ナイン・トラック・マインド〈チャーリー・プース〉
●ワーナーミュージック・ジャパン、2016年

ネイルサロンAmelia.（アメリア）
神奈川県横浜市港南区大久保1－13－15  １F

（京急本線・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡駅」より徒歩5分）
●営業時間／10:00～19:00（最終受付17:00） ●定休日／月曜・第3日曜・不定休
TEL.045-349-9476



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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バスタイムをもっと充実させたい―そんな方におすすめなのが現在お使い

の給湯器に増設できる※マイクロバブルバスユニット。技術の粋と独自の発

想から生まれた新たなバスタイムを体感できます。Rinnai独自の技術で加

圧された空気がお湯と混ざり合い、大量の気泡を作り出すことに成功。マイ

クロバブル＋ウルトラファインバブルの2つの泡が、温浴効果・洗浄効果・保湿

効果・リラックス効果を発揮。いずれも通常の入浴よりもより効果的に、これ

までにない驚きと感動へと誘います。只今キャンペーン実施中！　ぜひ、お得

なこの機会に、ワンランク上の新たな入浴習慣はじめませんか。

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。 2022W

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、リフォーム設計・施工管理 高橋　康憲さん

お客さまと一緒に考えることから生まれる理想の空

間。その実現のために、これまでの経験を活かし、

素敵な空間づくりに心血を注いでいる。

　かつては競技スキーやスキューバダイビングなど

のアウトドアスポーツに親しみ、学生のときには陸上

部に所属していた高橋さん。今ではすっかりスポー

ツから遠ざかってしまったが、体調を崩してから健

康を気遣うようになり、現在〈16時間断食ダイエット〉

に挑戦中。そしてオフには、ジャズやヘビメタなどの

音楽でリフレッシュし、お笑いの映像でストレスも発

散。健康的な暮らしを心掛けながら、ソロキャンプで

アウトドアライフも楽しみたいという。

　家族が永く、快適に、安心して、楽しく過ごせる

空間づくりを信条に、デザイン・インテリアも含めたフ

ルリノベーションで思いっきり手腕を発揮したいと

熱い思いで取り組む高橋さん。同時に住まいの悩

みや不満など、どんな小さなことでもじっくりと話をお

聞きしながら、私の経験を活用してもらえたら…と

各々の住まいが抱える様 な々問題にも真摯に向き

合い、解決策を探りながら、その問題点を解消して

ゆく。そんな既存の住まいに新たな命が吹き込まれ、

素晴らしい空間が誕生する。その生まれ変わった

姿をぜひ、実際にご体験ください。

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：ジャズ・ヘビメタ
●好きなもの：ビール・お笑い
●仕事のモットー：永く快適・安心な住まいをご一緒に！
●一級建築士・インテリアコーディネーター・
　マンションリフォームマネージャー・福祉環境コーディネーター・
　既存住宅状況調査技術者・ハウジングライフプランナー・
　木造建築物組立等作業主任者

●高橋さんが携わっている様 な々リフォームの
　設計図面。

●自ら実践している、高橋さんおすすめの健康本！
　〈「空腹」こそ最強のクスリ〉

●広島グリーンアリーナで行われた〈レジェンドS〉
　BABYMETALのライブ風景

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ サフランスパーロン53

ラズベリーの赤とサフランで染められた黄色い梨のコントラストが美しい

北欧の冬のデザートの定番。煮るときに洋梨が動かないように、ちょうど良

い大きさの鍋にするのが、煮崩れせずキレイに仕上がるポイントです。

作り方

材  料

・水
・グラニュー糖
・蜂蜜

〈盛り付けに〉
・ラズベリージャム

500ml
70g
50g

適量

スタッフ通信

2022
Winter

■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→B（スウェーデン） 
小麦や砂糖が自国で調達できるようになった1900年代初頭、
それまでは贅沢品だった甘いパンが家庭でもつくられるようになり、
各地に広まりました。

Q2 正解→ドイツ＝B（シュトーレン）、イタリア＝A（パネトーネ）
　　　デンマーク＝D（エーブレスキーバ）、オーストリア＝C（クグロフ）
ちなみに日本の一般的なクリスマスケーキ〈いちごのショートケーキ〉は日本独自。
いちごとクリームがおめでたい「紅白」を意味しているのだとか…。

Q3 正解→D（クランプス）
クランプス＝半分ヤギ、半分悪魔の姿。ゴブリン＝邪悪で悪戯好きな妖精。
グレムリン＝機械・飛行機に悪戯をする伝承上の生き物
なまはげ＝悪事を諌め、災いを祓う来訪神。（秋田県男鹿半島）

4ページ
クイズの解答

世の中も徐 に々活気を取り戻しつつありますが、モデル
ハウスでは引き続き万全の感染症対策を実施して、ご
予約にて皆様のお越しをお待ちしております。住まいの
お悩み・不満もお気軽にご相談ください。皆さまにとって
良い一年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

　一級建築士やインテリアコーディネーターなど数

多くの住宅関連の資格を強みに、これまでに戸建

住宅からマンションにいたるまで、新築・リフォームな

どの設計・施工管理に携わってきた高橋康憲さん。

そんな豊富な経験と実績を引っさげて、今年の春

ジューテックホームに誘いを受けて入社。新しい環

境に馴れるのには、まだ少し時間も必要だが、日々

リフォームの設計・施工管理に全力を注いでいる。

既存の建物に新たな命を吹き込む――リフォーム

ならではの設計には、その構造部分の理解、決め

られた空間と限られた予算のなかで、どのような提

案ができるかがポイント。そしてお客さまの想いを

的確に受け留めて、その想いをカタチづくることが

大切だ。プロフェッショナルとしての知見はもちろん

　

WELL REFORM PRESENTS

マイクロバブルバスユニットは、お使いの
給湯器と組み合わせて※ご使用いただけます！

入浴は疲労感を解消し、血液の循環で新陳代謝を高め、

免疫力も向上。そして筋肉をほぐし、関節の緊張をやわ

らげ、自律神経を整えます。もちろんお肌のデトックス

効果もあります。高齢者調査によると適切な入浴習慣

で要介護のリスクが29%も低下したという結果も…。

ウィズコロナの冬、ストレスを解消し、免疫力を向上さ

せる毎日の入浴習慣を、健康維持に役立てましょう。

マイクロバブル
バスユニット

特別キャンペーン開催中！
お見積り無料！
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！

Takahashi     Yasunori

 ＊お菓子教室roco

驚きと感動の

マイクロバブル
バスユニット！

洋梨にサフランの風味＋ラズベリーの酸味と食感のハーモニー。美しい新感覚デザート！

・サフラン
・洋梨

0.4g
2～4個

❶洋梨は軸を残したまま皮だけをむいておく。

❷洋梨以外の材料を鍋に入れて火にかける。沸騰したら、中火で４～５分煮詰め
　て火を止める。

❸別の鍋に洋梨を立てたまま入れて②を静かに注ぎ入れる。弱火で30分ほど煮たら
　火を止めて、そのまま冷ましておく。

❹お皿に盛り付ける時は、適量のラズベリージャムの上に洋梨をのせる。

❺食べる際はナイフで切り分けて、ジャムをよくからめながらどうぞ。
Saffransparon

1
ぽかぽか！
温浴効果

気泡がカラダを包み込んで
ゆっくりと温めます。

入浴後のぽかぽか感も
持続します。

2
さっぱり！
洗浄効果

微細な気泡が皮膚や
毛穴の皮脂汚れに
吸着して取り除き、

肌を清潔に保ちます。

3
しっとり！
保湿効果

湯ざわりが柔らかいので、
肌がしっとりして

突っ張り感が少なく、
潤いも感じられます。

4
うっとり！
リラックス効果

マイクロバブル入浴は、
リラックス感、くつろぎ感、

幸福感へと導き
睡眠の質も高まります。

マイクロバブル
バスユニット

循環金具

Happy Holidays!

※機種によっては設置できない場合もございます。詳しくはお尋ねください。

※増設できない
　場合もあります。
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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／2022年2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。

料理・スイーツにも使えるドイツの蜂蜜酒Baren 

Met（バーレンメット ミード）とオーストリアDarbo

（ダルボ）のジャム3種（ワイルドリンゴンベリー・チロリアン

ブルーベリー・ラズベリー）をセットで5名様にプレゼント！

●バーレンメット ミード／15度・750ml
●ダルボジャム／各200g
■応募締切2022年2月10日必着
■発表は発送（2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。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

住まいの多彩な表情を切り撮った
ジューテックホームのInstagramで、
お気に入りの住まい見つけませんか！

住まいの多彩な表情を切り撮った
ジューテックホームのInstagramで、
お気に入りの住まい見つけませんか！
ジューテックホームはInstagramを開設しています。住まいのさまざ

まな表情を切り撮って、自由設計ならではの多彩なスタイル・デザイ

ンの住まいを一挙に公開。きっとお気に入りの住まいが見つけられる

でしょう。これからの住まいづくり、あるいはリフォームの参考としてお

役立ていただければ幸いです。気になる住まいがありましたらお気軽

にご連絡ください。皆さまのお声もお待ちしています。

掲載されている住まいの詳細はお気軽にお問い合わせください。
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

ZEH28B-00976-C

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〉

年末は12月26日（日）まで
年始は1月3日（月）から通常営業［5日（水）も営業いたします］

休業期間　2021年12月27日　→2022年1月2日 日月年末年始
営業のお知らせ
よろしくお願い申し上げます。

豊かな自然と美しいデザインの宝庫、フィンランド。この国で長く使い

続けられているプロダクトの数 は々、「大いなる自然を忘れない」という

思想に裏付けられています。フィンランドの人々は、大地からの恩恵を

生活に取り入れるライフスタイルを愛してきました。1930年代から70

年代にかけて、今も広く知られるデザイナー、建築家、アーティストたち

が登場し、その活躍によってフィンランドデザインが確立されましたが、

彼らのインスピレーションの源は、やはりこの国に広がる豊かな自然で

した。本展では、ヘルシンキ市立美術館（HAM）監修のもと、マリメッコ

やフィンレイソンのテキスタイル、カイ・フランクのガラス工芸の他、陶磁

器や家具など、同時代にデザイン・制作されたプロダクトや絵画なども

あわせて展示。約250点の作品と約80点の関係資料で、時代を超えて

愛される名品が生み出されたフィンランドデザインの歩みをご紹介し

ます。そんな豊かな発想力と彩りにあふれる世界をお楽しみください。

ザ・フィンランドデザイン展

2021.12.7［火］～2022.1.30［日］
Bunkamura ザ・ミュージアム
●開館時間／10:00～18:00
　　　　　　　　（入館は17:30まで）

　毎週金･土曜日は21:00まで
　　　　　　　　（入館は20:30まで）

●休館日／1/1（土・祝）

●入館料／（当日・税込）
　一般1,700円
　大学・高校生1,000円
　中学・小学生700円
　※学生券をお求めの場合は、学生証の
　　ご提示をお願いいたします。（小学生は除く）
　※障がい者手帳のご提示でご本人様と
　　お付添いの方１名様は半額となります。
　※未就学児は入館無料。　
　会期中の全ての土日祝、および
　最終週の1月24日（月）～30日（日）は
　【オンラインによる入場日時予約】が
　必要となります。詳細は
　Bunkamura ザ・ミュージアム
　HPをご確認ください。

●アクセス
・JR線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩7分
・東京メトロ銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩7分
・東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線
　「渋谷駅」A2出口より徒歩5分

●お問い合わせ／ハローダイヤル 050-5541-8600

●https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/21_Finland

※状況により、会期・開館時間等が変更となる可能性がございます。
　ご来場の際にはBunkamura HPにて最新情報をご確認ください。

本展宣伝ビジュアル A
（オイヴァ・トイッカ《「ポムポム」花瓶》、

セッポ・サヴェス《アンニカ・リマラ「リンヤヴィーッタ」ドレス、
ヴオッコ・ヌルメスニエミ「ガッレリア」テキスタイルデザイン》、

アルヴァ・アアルト《「サヴォイ」花瓶》）

―自然が宿るライフスタイル

https://www.instagram.com/jutechome/

いつでも、空いた時間に！
ぜひご覧ください。

入口はこらら！
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