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4%.s[$快適生活情報誌

Informationiハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021
　　　　　 　8年連続受賞記念ご紹介キャンペーン！

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和
家具・インテリア・内装が見事に調和。
心地よい住空間で上質の時間を過ごす。
Impressive interior & Really comfortable j千葉県・S邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ バナンカーカ（バナナケーキ）

P r e s e n t i iittalaカステヘルミLinenタンブラーを
　　　　　 　ペアで5名様にプレゼント！

55

スタッフ通信i2022 Summer 
Staff Hot news

第57話 大橋 エリさん音楽家・グラスハーピスト

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

熱射・紫外線・雨風から住まいを守り
快適に省エネを実現する

〈オーニング！〉

SUMMER-2022 Vol.63

Exhibition iフィン・ユールとデンマークの椅子 Finn Juhl and Danish Chairs

G l a s s w a r e  s e l e c t i o n

夏のおすすめドリンク！Tガラスアイテム！
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feature特集

夏は涼しげな表情が魅力のグラスウェアが大活躍！

とっておきの逸品から普段使いまで、美しいグラスたちをアイテムごとにご紹介します。

昼の冷たい飲み物やデザート、そしてディナーやカクテル、ホームバーまで

味わいも深めてくれるお気に入りのグラスとともに、充実のひとときを過ごしてみませんか。

Wine
Riedelリーデル

（オーストリア）

φ82-108×H270mm・860cc・食洗器対応
クリスタルガラス（ハンドメイド）　　　

265th Anniversary Bordeaux Grand Cru

Pair ¥27,580

ワインの深みを
存分に引し、
ボルドー独特の
個性を表現。

Holmegaard
ホルムガード

（デンマーク）

φ71-92×H208mm・860cc
無鉛ガラス　　　

Perfection 
¥2,750

機能・実用性と
シンプルな美しさを
兼ね備えた
普段使いの逸品。

Lobmeyr
ロブマイヤー

（オーストリア）

φ100×H191mm・480cc
カリクリスタルガラス（ハンドメイド）

Ballerina Burgundy
¥22,000

“ガラスのプリマ”と
 称される
 ブルゴーニュの
 美しいシェイプ。

Zwiesel ツヴィーゼル
（ドイツ）

φ104×H217mm・619cc
クリスタルガラス（ハンドメイド）

Highness Bourgogne
¥11,000

ステムに描かれた
優美なライン。
豊かな果実味が
香り立つ。

Zaltoザルト
（オーストリア）

φ91×H235mm・530cc
カリクリスタルガラス

Zalto Universal
¥8,250

指先に伝わる
ワインの揺らぎ、
赤白兼用・珠玉の

〈神のグラス〉。Design
Paul Wieser

Design
Kurt Josef Zalto

Orrefors
オレフォス

（スウェーデン）

φ103×H235mm
クリスタルガラス（ハンドメイド）食洗器対応

Intermezzo Blue Aroma 

¥8,800

洗練された
ステムのブルーを
アクセントにした
オレフォスの代名詞。 Design

Erika Lagerbielke
Design
Tom Nybroe

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ60-80×H230mm・330cc
無鉛ガラス　　　

Essence Whitewine 
ペア ¥5,280

ボトムへとひろがる
シンプルな
機能美で
シーンを選ばない。 Design

Alfredo Haberli

Kosta Boda
コスタボダ
（スウェーデン）

Kosta Boda
コスタボダ
（スウェーデン）

φ68×H215mm・350cc
ハンドメイドクリスタルガラス

Chateau
¥6,930

シンプルで
エレガント。
角度で印象も変わる
斜傾の陰影。 Design

Bertil Vallien

Josephinenhütte
　　　   　  ヨゼフィーネンヒュッテ（ドイツ）

φ85×H240mm・400cc
ハンドメイドガラス

Josephine No 4
¥42,500

真珠のような泡が
繊細に優美に香る
クラフトマンシップ
の結晶。 Design

Kurt Josef Zalto

Spiegelau
　　　　　　　　　シュピゲラウ（ドイツ）

φ51×H238mm・260cc
クリスタルガラス

Willsberger Anniversary Champagne Flute

¥3,300

風味が際立つ
流麗なシルエット。
優美に立ち上がる
繊細な泡。 Design

Johann Willsberger

Lobmeyr
ロブマイヤー

（オーストリア）

φ50×H225mm・250cc
クリスタルガラス

Ballerina Champagne flute
¥23,100

繊細でしなやか、
歴史的プリマ
マーゴ・フォンティーン
の端正な表情。 Design

Paul Wieser

sagaform
                サガフォルム （スウェーデン）

φ75×H170mm・350cc
ハンドメイドクリスタルガラス

Spectra
ペア ¥3,240

ジュエリーや
ビーズから着想。
キャッチーな
カラフルグラス。 Design

Ann-Carin Wiktorsson

φ91×H157mm・350cc
ハンドメイドクリスタルガラス

Limelight
ペア ¥8,800

短いステムと
流れるフォルム。
収納性にも
優れた個性派。 Design

Göran Wärff

Stölzleシュトルツル（ドイツ）　Holmegaard
ホルムガード

（デンマーク）

φ70×H106mm・195cc
ガラス

Royal Port/Sherry Glass

ペア ¥2,090

SASロイヤルホテルで
80年代まで使われていた
レトロテイストの復刻シリーズ

Design
Arne Jacobsen

φ38×H204mm・100cc カリクリスタルガラス
Cipolla Cordial 3oz
φ40×H172mm・90cc カリクリスタルガラス
Cipolla Grappa 3oz
φ42×H168mm・95cc カリクリスタルガラス
Cipolla Lqueur 3oz ¥1,485

¥1,485

¥2,200

カタチに込められたお酒の歴史と味わい。

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ64-70×H162mm・280cc
無鉛ガラス　　　

Raami Redwine 
ペア ¥4,840

テーブル空間の
調和を大切に
カジュアルで洗練
されたフォルム。 Design

Jasper Morrison

Rosendahl
ローゼンダール（フィンランド）

φ90×H225mm・450cc
無鉛ガラス　　　

Grand Cru Red dordeaux wine

¥3,740

日常使いを
コンセプトに
機能・耐久性を
兼ね備えた良品。 Design

Erik Bagger

ワインの魅力を引き出すグラス。

産地（ボルドー、ブルゴーニュなど）や

ブドウ品種それぞれに

最適なグラスが用意されています。

まずは赤と白のグラスから

好みのワインに合わせて

揃えてみませんか。

Champagne

ハレの日に欠かせないシャンパンを

日頃から味わう人も増えています。

その魅力はシャンパンゴールドの

きらびやかな泡と

芳醇でフルーティな味わい。

とっておきのグラスで

ちょっと贅沢を楽しみましょう。

Sherry

食前酒（アペリティフ）の

代表格シェリー酒や

薬効の強いコーディアルリキュール。

人気のグラッパなどの

食後酒（ディジェスティフ）を

ちょっと楽しむためのステムウェア！

Lqueur・Grappa
Cordial…etc.

G l a s s w a r e  s e l e c t i o n
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＊記載されている商品デザイン・色調・仕様は異なる場合があります。食洗機の対応等の詳細は事前にご確認ください。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。（金額は税込表示です）

丸い朝食

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ80×H80mm・210cc
無鉛ガラス

Kartio Aqua

ペア ¥2,640

削ぎ落とされた究極のフォルムは
時代を超えて愛され続ける。

Design Kaj Franck

DESIGN HOUSE 
stockholm
デザインハウス ストックホルム（スウェーデン）

φ89×H110mm・300cc 耐熱ガラス
Timo Glass

¥1,255

冷温対応の耐熱・耐久性。
膨らみが心地よく手にフィット。

Design Timo Sarpaneva

Holmegaard
ホルムガード

（デンマーク）

Holmegaard
ホルムガード

（デンマーク）

φ60×H120mm・370cc
無鉛ガラス

Future Tumbler
ペア ¥990

人間工学に基づいた
気軽に使う未来志向のグラス

Design Peter Svarrer

grafグラフ（日本）

φ80×H90mm・T0.9mm・255cc
セミクリスタル（吹きガラス）

OWN glass
¥3,080

薄さ・軽さ、バランス、触り心地。
高度な技術の結晶。

Ando Gallery
アンドーギャラリー（日本）

φ68×H106mm・350cc
バリウムクリスタル（吹きガラス）

ANDO'S GLASS
¥2,420

繊細で上品、なめらかな手仕事が
込められた普段使いの逸品。

Design Jasper Morrison

Spiegelau
　　　　　　　シュピゲラウ（ドイツ）

Spiegelau
　　　　　　　シュピゲラウ（ドイツ）

φ90×H155mm・440cc
クリスタルガラス

Beer Tulip
ペア ¥3,300

エール、ピルスナー、
スタウト、それぞれの
味わいを楽しむ
チューリップ型。

Sghrスガハラ（日本）

φ55×H175mm・340cc
ハンドメイドガラス

SKAL Beer Glass - s
¥3,300

流れるフォルムと繊細な薄い飲み口で
クリーミーな泡と引き立つ旨味。

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ75×H168mm・300cc
無鉛ガラス

Tapio Beer Glass
ペア ¥15 400

シンプルで優美な曲線。
閉じ込められた気泡が絶妙なアクセント。

Design 
Tapio Wirkkala

φ90×H120mm・560cc
手吹きガラス

GIO Tumbler
¥990

ロング缶にぴったりの
気取らないシンプルなフォルム。

φ95×H170mm・750cc
クリスタルガラス

Craft Beer Glass OLO Drinking Glass Pino Pint Glass
ペア ¥4,400

フルーティで爽やかな
香りを引き出す
ベルズブルワリーとのコラボグラス。

Rob Brandt
ロブ・ブラント（スペイン）

φ85×H105mm・240cc
リサイクルガラス

Crushed Glass
¥3,080

使い捨てプラカップをイメージした
メッセージ性と遊び心あふれる個性派。

Design 
Rob Brandt

Normann 
Copenhagen
ノーマン コペンハーゲン　（デンマーク）

φ90×H84mm・250cc
ガラス

Rocking Glass
4個セット ¥3,300

ゆらゆらと
遊び心あふれる
波と氷の音色。

Design britt bonnesen

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ83×H114mm・340cc
無鉛ガラス

Lempi
ペア ¥4,400

どんな時でも、
どんなものでも
カジュアルな機能美で
テーブルが華やぐ。

Design Matti Klenell

muurla
ムールラ（フィンランド）

φ75×H125mm・300cc
耐熱ガラス ペア ¥4,180

どっしりとした
存在感に軽いペース
耐熱＆スタッキングの
高機能グラス。

Magisso × muurla
マギッソ

（フィンランド）

φ70×H175mm・568cc
無鉛ガラス（吹きガラス） ペア ¥8,800

存在感ある
独特な形状に
心地よい
ホールド感。

Design 
Simo Lahtinen

Lotus  Goblet
ろーたす10oz

Hosteria

Kimura 
Glass
木村硝子（日本）

φ76×H110mm・300cc
ハンドメイドガラス

それぞれ ¥3,960 ペア ¥1,298

繊細で上質、
どんな飲み物も
引き立てる
プロ仕様硝子器。

Bormioli Rocco
ボルミオリロッコ

（イタリア）

φ73×H109mm・200cc
強化ガラス

シンプルで
衝撃に強く、
多彩なシーンで普段使いに最適。

φ100×H90mm・350cc
（ステム付H120mm）
無鉛ガラス（吹きガラス）

FLOW Tumbler

¥3,300・ステム付¥3,960

水の波紋を
ガラスで再現。
光を通す淡い
色合いも魅力。

marimekko
マリメッコ（フィンランド）

φ80×H75mm・200cc ガラス
Sukat Makkaralla Tumbler

¥3,300

手に馴染みやすい独自のフォルムに
カラフルな彩り、使い方自在。

Design Anu Penttinen

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ90×H97mm・300cc
無鉛ガラス

Kastehelmi Linen

ペア ¥5,500

真珠のようにきらめく朝露を
涼しげなリネン素材の色合いで表現。

Design Oiva Toikka

iittalaイッタラ（フィンランド）

φ75×H90mm・220cc
無鉛ガラス

Aino Aalto Tumbler 

ペア ¥2,640

水の波紋を表現したリング模様。
実用性に優れた超ロングセラー。

Design Aino Aalto

Orrefors
オレフォス（スウェーデン）

φ78×H100mm・320cc
クリスタルガラス

Kartio Aqua

¥8,800

透き通った氷の装飾が優雅な
ロイヤルウエディングコレクション。

Design Erika Lagerbielke

LSA International
エルエスエー（ポーランド）　

Tumbler

ミネラルウォーターからジュース、

ビールや夏の冷たい飲み物にも

欠かせないタンブラーグラス。

容量や形状もさまざまで

飲み物や雰囲気に合わせて、

お気に入りを数種類

揃えておくと便利です。

Goblet

脚つきグラスのゴブレット。

ワインに比べてステムが短く

どっしりとした印象で

日常の様々な飲み物から、

デザートやヨーグルトなど

使い勝手の良い

汎用性の高いグラスです。

Beer

かけがえのない夏の一杯を

さらにおいしく引き立ててくれる

ビアグラス。

クラフトビール人気で

種類に応じてグラスを替える、そんな

ビール好きの人も増えています。

冷えたグラスで極上の一杯を…。

Echalote  Goblet
しゃろっと10oz
φ75×H125mm・300cc
ハンドメイドガラス

ろーたす

しゃろっと
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Wired Beans
ワイヤードビーンズ（日本）

φ58×H90mm・90cc
トランスペアレントガラス（木箱入）　　

Shot glass
¥4,730

φ115×H148mm・200cc
トランスペアレントガラス（木箱入）　　 ¥50,600

φ100×H155mm・220cc
ハンドメイド（サンドブラスト） ¥10,670

洗練された
美しいフォルム。
生涯補償で
永く使い続けたい。

Kimura 
Glass
木村硝子（日本）

φ53×H66mm・40cc
バリウムクリスタル（木箱入）

MITATE N 2oz Shot glass A-E
 

 各 ¥39,600

江戸切子の
美しいカッティングは
和洋どちらにも馴染む
気品漂う逸品。

Saft Drink

Shot glass
Baccarat
バカラ（フランス）

φ57×H54mm・90cc
クリスタルガラス

Talleyrand Shot glass
 ¥19,580

万華鏡のような複雑な光の反射、
美食家タリランドにあやかったグラス。

Bohemia
ボヘミア（チェコ）

φ55×H78mm・60cc
カリクリスタルガラス

Gina Shot glass 2.5oz
 6個セット ¥2,359

シンプルで
透明度の高い
優美な光沢の
ボヘミアングラス。 Design

Pavel Hlava

容量45̃90cc程度のショットグラス。

ウイスキーのストレートや

テキーラ、ジン、ラム、ウォッカなど

強いお酒そのものの香りや味を

少量楽しむのに向いています。

また日本酒の冷酒杯としても

夏はおすすめです。

Rock glass

Saint Louis
サンルイ（フランス）

φ90×H87mm・250cc
クリスタルガラス

Manhattan Old Fashioned - M
¥18,700

独特な格子模様のカッティング。
マンハッタンの摩天楼をイメージした輝き。

Laliqueラリック
　　　　　　　　　　　　　　（フランス）

φ77×H83mm・200cc
クリスタルガラス（ハンドクラフト）

LOTUS BLOSSOMS・BUDS・DEW・DROPS

各 ¥11,000

4つのモチーフを繊細に再現した
ポエティックな植物の世界。

Baccarat
バカラ（フランス）

φ80×H95mm・260cc
クリスタルガラス

Harcourt Eve
¥17,050

丸みのある上品なデザイン、
柔らかく優美で洗練された輝き。

Waterford
ウォーターフォード（アイルランド）

φ83×H86mm・266cc
クリスタルガラス（ハンドクラフト）

Lismore Diamond 9oz Tumbler

ペア ¥32,850

繊細で大胆なダイヤモンドカットの
歴史・品格が醸し出すクリスタルの煌めき。

Georg jensen
　　　　　　　　　　ジョージ ジェンセン
　　　　　　　　　　　　　（デンマーク）

シェーカー：φ81×H221mm・0.5L
バースプーン：W22×H280mm
ジガー：W44×H85mm
ステンレススチール（ミラー仕上げ）

Sky 3-Piece Giftset

¥22,000 ¥7,630

人間工学に基づく
彫刻的・機能的フォルム。
美しく洗練された
スカイコレクション。

House Doctor
ハウスドクター（デンマーク）

φ85×H210mm
ステンレススチール（ブラス仕上げ）

Shaker Alir Brass finish

ブラス仕上げの美しいシェーカー。
素敵なインテリアアイテムとしても！

ウイスキーを美味しく味わうための

重厚なロックグラス。

  お気に入りのグラス（200～350cc）

に丸氷など大きめの氷を入れて

まろやかに変化する

味わいを楽しみながら

充実のひとときを！

LSA International
エルエスエー（ポーランド）　

Baccara
バカラ（フランス）

Vega Martini

夜空に輝く
織姫星〈ベガ〉、
きらびやかな
ステムの光彩。

Design
Savinel & Rozé

Design
Aurélien Barbry

Mist Cocktail Saucer

霞の繊細な
景色を再現した
独特な趣ある
カクテルグラス。

Cocktail

五感で味わうカクテル。

それぞれのカクテルに秘められた

歴史やストーリーが

お酒の魅力を深めてくれます。

まずは簡単なカクテルで

おうちのダイニングを

素敵なホームBARに！
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Old Fashioned

スウェーデンの夏の風物詩〈サフトづくり〉。濃縮果

汁シロップは冬のビタミン源として貴重な保存食。

水や炭酸水で薄めてドリンクにしたり、ゼリーで固

めたり、かき氷シロップしとても利用できます。また

瓶詰にすれば長期保存も可能。ヨーグルトやアイス

クリーム、料理の隠し味としてもおすすめ。

〈材　料〉　　　　
●ラズベリー・苺・ブルーベリー：500g
●はちみつまたは砂糖：40g
●水または炭酸水：100ml

〈上記のサフトシロップを適量加えて割る〉
※お好みでスライスの生姜

〈作り方〉
ラズベリー、苺、ブルーベリーに、はちみつ（砂糖）・
水を加え、煮く崩れるまで火を通し、濾して冷ます。
グラスに入れて水や炭酸水など割る。

Rhubarb Ginger Ale
北欧で馴染みのルバーブは初夏が収穫期。軽い酸

味・フルーティな甘さが特徴。蜂蜜・生姜を加えた

ルバーブジンジャーエールは爽やかな夏の飲み物。

食物繊維が豊富で、ビタミン・ミネラル補給におす

すめの夏の栄養ドリンク！ 日本では赤いルバーブが

入手しづらいので、緑のルバーブを使いました。

〈材　料〉
［3～4杯分］
●ルバーブ：100g
●生姜：10g
●はちみつまたは砂糖：20g
●ジンジャーエール：500ml

〈作り方〉
鍋にカットしたルバーブ、スライスした生姜に砂糖・
水を加え、煮崩れるまで火を通し、濾して冷ます。
グラスに入れて、水またはジンジャーエールで割る。

Ice Ball

ロックグラスには欠かせない丸氷。表面積が小さ

く溶けにくいので、お酒やドリンクの美味しさが長

持ち。そして透き通った丸い氷は見た目にも美し

い。そんな丸氷を自宅で簡単につくることができ

るのがアイスボールメーカー。数百円～と手頃な

価格ですが、購入の際に、まず重視したいのは透

明度の高い氷ができること。さらにはグラスに合っ

た氷のサイズ、同時に複数つくることができること

など、そして冷凍庫のスペースも確認しましょう。

ルバーブ
ジンジャーエールサフト

丸氷
ビタミンたっぷりのフルーティなドリンクや
ホームバーでゆっくり味わいたいカクテルまで、
おすすめドリンクのご紹介！

NAPUE Jin tonic
KYRO（キュロ）〈NAPUE（ナプエ）〉はフィンランドの

ボタニカルジン。セイヨウナツユキソウ、白樺の葉、

シーバックソーン、クランベリーなど地元の素材で

つくられ、素晴らしい芳香と味わいが魅力。IWSC

（インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション）

のジントニック部門で世界一に輝いた。フィーバーツ

リープレミアムトニックウォーターとの相性も抜群。

〈材　料〉
●キュロ・ナプエ：40ml
●フィーバーツリープレミアムトニックウォーター：120ml
●ローズマリーの枝：1枝
●クランベリー（フレッシュまたは冷凍）：適量

〈作り方〉
グラスにいっぱいのクラッシュアイス、ジンを入れて
トニックウォーターを注ぐ。ローズマリーを叩いて
香りを出して、クランベリーとともに添える。

ナプエ
ジントニック

Copenhagen 
〈生命の水〉とも呼ばれるアクアビットは、北欧を

中心に人気のジャガイモが主原料の蒸留酒〈ホワ

イトスピリッツ〉。キャラウェイやディルの香草の独

特な香りが特徴。そのアクアビットをベースにして、

オレンジの果皮を浸してつくられたマンダリンリ

キュールを加えた代表的なシティカクテル。香り高

くすっきりした味わいは夏の夜にぴったり！

〈材　料〉
●アクアビット：30ml
●クレーム・ド・マンダリン：15ml
●ライム・ジュース：15ml
●ライム：スライス1枚

〈作り方〉
材料をミキシング・グラスに入れて、ステアする。
カクテルグラスに注いで、仕上げにスライスした
ライムを添える。　　

カクテル
コペンハーゲン

W170×D105×H120mm
完成氷サイズ60mm×2個
熱可塑性エラストマー・ポリプロピレン

大人の透明まる氷
DOSHISHA

¥1,628

3層の構造でじっくりと凍らせる。

夏のおすすめドリンク！

キレイな氷をつくるポイントは
不純物の少ない水を使って、
ゆっくりと時間を
かけて凍らせる！

●グリーンアイスボール→
　ハーブ・花などを凍らせて氷に閉じ込めれば
　素敵なテーブルのアクセントにも！



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。

iittalaカステヘルミLinenタンブラーを
ペアで5名様にプレゼント！

ガラ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

ガラスと同じ成分を持つ鉱物は？

A.ダイヤモンド　B.トルマリン

C.水晶　　　 D.カルサイト（方解石）

Q2

ガラスの素材ではない楽器は次のどれ？

A.アルモニカ  　 B.クリスタル・バシェ

C.グラスマリンバ  D.チューブラー・ベル

Q3

ガラスの説明として間違っているのは？

A. ガラスは個体と液体の中間。　

B. 10円硬貨でガラスは傷つけられる。 

C. 絶対に燃えることがない。

D. ガラスは水に溶ける。
ヒント！ 

ひとつだけ金属製打楽器です。
ヒント！

ガラスの主成分は二酸化ケイ素（SiO2）

＊記載されている商品デザイン・色調・仕様は異なる場合があります。食洗機の対応等の詳細は事前にご確認ください。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。（金額は税込表示です）

iittalaイッタラ（フィンランド）

W140×H90mm  無鉛ガラス
Birds by Toikka Kuulas Rain

¥38,500

熟練した職人技と
ガラスへの深い想い。
想像力と芸術性から生まれたガラスの造形。

Design Oiva Toikka

Holmegaard
ホルムガード

（デンマーク）

W245×W145×H135mm  ガラス
Urania Acustic sound amplifier

¥22,000

斬新でユニーク。
吹きガラス技法で生み出された
ガラス製スピーカー。

Design Aric Snee

menuメニュー（デンマーク）

W245×W150×H280mm  ガラス・真鍮
Echasse Vase - S   clear (amber/smoke)

各 ¥22,000

洗練されたデザインと機能性。
上品さに遊び心を兼ね備え
アーティスティックな
存在感を放つ。

Design 
Theresa Rand

Storefactory 
Scandinavia
ストアファクトリースカンジナビア

（スウェーデン）

Sφ90×H90mm  ¥2,860    
Lφ120×H120mm  ¥3,300
ハンドメイドグラス

Hult Flower Vase

丸く愛らしい球状に、
艶やかなガラスの質感。
植物を選ばない
心地よいフラワーベース。

φ215×H960mm    
ガラス・シリコン・ステンレス

Bird Feeder 

強化ガラス製の
バードフィーダーは
室内インテリアや
小鳥の観察に最適

φ66×H60mm・φ66×H80mm・φ40×H120mm
ハンドメイドグラス

Trio vases

¥5,500

形状の異なるガラス花瓶のコラボレーションで
テーブルのさまざまなシーンを演出。

Design Aric Snee

eva soloエバソロ（デンマーク）

φ70×H295mm   
ガラスシェード、ステンレススチール、ワイヤー

Glass lantern (Smokey Grey/Frosted glass)

各 ¥11,000 ¥13,800

ガラスを透かして心地よいあかりを灯す。
耐久・安全性に優れ、雰囲気抜群のランタン。

Design 
Ciaus Jensen & 
Henrik Holbak

HAYヘイ（デンマーク） NUURA
ヌーラ（スウェーデン）

φ155×H85mm  無鉛ガラス
Forma Bowl

¥6,050

半透明の質感と
彫刻的デザイン。
テーブルに映る
陰翳が素晴らしい。

Design Laura Bilde

Orrefors
オレフォス（スウェーデン）

φ110×H69mm  ガラス
Raspberry Candle holder - M

¥5,500

クリスタルなのに
柔らかく温かい輝き。
人気のラズベリーシリーズのキャンドルホルダー。

Design Anne Nilsson

Waldfabrik
ヴァルトファブリック

（ドイツ）

クリスタルφ20×H300mm  
カエデ材・スワロフスキー製クリスタル

Furnierspirale mit Kristall von Swarovski Typ4

¥3,300

らせん形状の
カエデの繊細な板が
くるくると回り、
部屋に光彩を描く

BoConcept
ボーコンセプト（デンマーク）

W90×H160mm・2kg  ガラス
Jellyfish Sculpture

¥7,100

クリアガラスに
閉じ込められた
神秘的なクラゲ
のインテリア。

Timbre
ティンブレ（日本）

W75×H385×D75mm・300g  江戸ガラス
Bellflower

¥9,180

有機的な形状から
響く抜けの良い
美しい音色。
江戸ガラスが奏でる風のインテリア。

Design
 Mikiya Kobayashi

Glass item
繊細で流麗な表情のガラス素材。

テーブルウェアだけでなく

涼しげなインテリアから

ガラスを使った意外なものまで、

光・音・風…五感に響く、

ガラスの魅力にあふれた

厳選のアイテムをご紹介します。

夏の室内空間に

爽やかな風を運んでくれます。
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Sφ35×H90mm・3分  ¥2,200
Mφ55×H145mm・15分  ¥3,520
Lφ75×H195mm・30分  ¥5,390
XLφ90×H240mm・45分  ¥6,160
XXXLφ160×H375mm・120分  ¥10,450
ハンドメイドグラス

TIME

やわらかい有機的形状、
透明とカラーガラスの
組み合わせでカラフルに。
クラシックな砂時計が進化！

Sφ80×H140mm  ¥3,960    
Lφ120×H230mm  ¥5,500
XLφ200×H320mm  ¥7,700   
ハンドメイドグラス

Grow GREENHOUSE clear

ガラスの器で
素敵な緑の空間づくり。
気軽に楽しむ
グリーンインテリア！

Design 
Caroline Wetterling

DESIGN HOUSE 
stockholm
デザインハウス ストックホルム（スウェーデン）

φ110×H120mm    
ガラス・シリコン・ステンレス

Hanging Bird Feeder

2個セット ¥6,160

Design 
Ciaus Jensen & 
Henrik Holbak

φ230×H440mm・3.6kg   
クリア吹きガラス・ゴールドパウダーコート塗装

Blossi TableTable Lamp Gold

黄昏時の黄金に輝く光から
インスピレーションを受けて
美しいガラスシェードの
柔らかく繊細な光を再現。

¥132,000

Design 
Sofie Refer

※シリーズには
　フロアランプ、
　シーリング、
　ウォールランプ
　があります。

ここで、ちょっとひとやすみ！
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FILEの家具とインテリアが

調和する上質な暮らし。

奥さまのご実家の土地に、3世代が暮らせる住まい

を建て替えることになり、その際、上質のオーダー家

具を手がけているFILEに奥さまが一目惚れ。それを

きっかけにジューテックホームに出会ったというSさ

んご夫妻。時間的制約もなかったので、じっくりと時

間をかけて、納得できる住まいづくりができて満足な

ご様子。そこにはFILEの家具やインテリアに調和

する内装の出来栄えはもちろん、気密・断熱性や蓄

熱式温水床暖房などの住宅性能が魅力的だった

からだ。そして柔軟な対応とさまざまな希望を具現

化する提案力に、安心して任せることができたという

ご夫妻。住まいづくりは終始なごやかな雰囲気で進

んだ。そして室内空間は、家具・インテリア・内装が

一体となり、理想的な住まいに仕上げられた。

5

シンプルで落ち着いたグレイッシュな外観。

FILEの素敵な家具・インテリアを包み込む内装。

洗練されたインテリア全体が見事に調和して、

心地よい上質感が、満ち足りた時間へと誘う。

家具・インテリア・内装が見事に調和。
心地よい住空間で上質の時間を過ごす。

千葉県 S邸

I m p r e s s i v e  i n t e r i o r  &  R e a l l y  c o m f o r t a b l e

開放感溢れる
リビング・ダイニング。
照明のセレクト、
バランスも秀逸。

玄関では素敵なインテリアに出迎えられる。 ダイニングの一角に設けられたワークスペース。 ルイスポールセンの照明とアートのコラボ。 使い勝手の良い整然としたランドリールーム。
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■敷地面積／185.79m2（56.20坪）

■延床面積／113.36m2（34.29坪）

■1階面積／  54.61m2（16.51坪）

■2階面積／  58.75m2（17.77坪）

■構造／2×6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

暮らしの質を高める

住まいづくりの自由度。

住まいの中心は家族が集まる開放的なリビング、

そこからダイニング、さらにロフトへ。ひと繋がりの空

間が家族みんなのお気に入り。住宅の規模は3倍

以上にひろがったが、気密性・断熱性のおかげで

光熱費は年間を通して低く抑えられ、常に快適な

空気環境が維持されている。さらに遮音性にも優

れていて、特別な防音工事なしでも音漏れの心配

もなく、子供たちの騒ぐ声も気にせずに、趣味のエ

レクトーンの演奏も安心して楽しむことがでる。家

事を楽にしてくれる水まわりの動線や収めるモノに

合った収納スペース、照明や小物などのテイストも

揃えてインテリアを楽しんでいる奥さま。ライフスタ

イルから導き出された暮らしにフィットする住まいが

快適な住み心地にも繋がっている。

加減から見えてくる

住まいの理想型。

住まいづくりで大切なことは、自分たちの暮らしのイ

メージをしっかりと持って、住まいのどこに重点を置

くか、必要なものと妥協できる部分の優先順位を

明確にすることが大切だと実感したSさんご夫妻。

そして住まいづくりの足しと引きで、本当に求めてい

る住まいの姿も見えてくる。希望や要望に対しても

親身に向き合い、たとえそれが困難な場合であって

も解決策や代替プランによる、コスト面も含めた

さまざまな提案が本当にうれしく、満足な住まいづ

くりが体験できたという。担当者とのスムーズな

コミュニケーションと、じっくりと時間を掛けることに

よって住まいづくりが醸成され、思っていた以上に

自分たちが求めていた住まいが実現できて、その

充実した暮らしが垣間見られた。

S t a f f  V o i c e
FILEならではの表現力と、S様の明確な

コンセプトで、素敵な住まいになるのは

想像通りでしたが、完成後も満足のお

言葉を頂き、携わらせて頂いたことを

本当に嬉しく思います。今後も変わらず

ご家族仲睦まじくお過ごしください。

ありがとうございました。
山口　一生
Yamaguchi Issei

ダークグレーのアクセントウォールがシックな寝室。トイレにもアートフレームがレイアウトされて、
床のタイルとのコンビネーションも素晴らしい。

リビングの一角にあるエレクトーン。音洩れを気
にせず演奏できるので奥さまもお子さまも満足。

吹抜で繋がるロフトスペース。お子さまの遊び場にも利用。 ロフトからダイニングを望む。 収納スペースも充実のFILE製洗面。ランドリーコーナー（右手）へ続く、快適な生活動線がうれしい。

食洗機がビルトインされたFILE製のキッチンは、たっぷりの収納スペースが魅力。広 と々したワークトップは小粋なバーコーナーにも。玄関ホールから2階へ続く階段。左手には姿見ミラーを設置。

落ち着いたグレイッシュな外観。



第57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。

ソロ楽曲が残されている。そんなグラスハー

プと大橋さんの出会いは、打楽器奏者として

の活動がきっかけだった。アフリカなどの民

族楽器やルーツ楽器など数多くの楽器を手

にするなかで、音の出るものならなんでも楽

器にしたいという習癖も相まって、食器でもあ

る楽器も違和感なく受け入れられたという。

当時は情報が極端に少なく、打楽器で培っ

た経験を活かしつつ、グラスの選定からセッ

ティング、演奏法まで試行錯誤を繰り返しな

がら、そのノウハウやテクニックを独学で習得

していったという大橋さん。当初は時期にな

ると教会やホテルでクリスマスソングを演奏

していたものの、楽器の魅力に引き込まれて

ゆくうちに、ポップスやジャズを演奏してみた

いという思いが強くなった。そして、2015年

に楽器の意外性を打ち出した革新的グラ

スハープソロアルバム《ファンタジック☆グラ

スハープ》をリリースして一躍注目を集める。

以降、クラシックからポップス、オリジナル楽曲

まで、豊富なレパートリーと巧みな演奏でオー

ディエンスを魅了し続けている。

　グラスハープはその音色同様に繊細な楽

器だ。湿度や演奏会場、コンディションなど状

況によって音色も左右される。とりわけチュー

ニングには神経を使っているという。演奏以

上に準備と撤収に時間と手間を要し、さらに

指先のケアも欠かせない。打楽器とはいわ

ば対照的な細やかな配慮が奏者にも求めら

れる。そのため、奏者はわずかで、その音色

を耳にする機会も少ない。大橋さんはグラス

ハープをもっと多くの人に、直に聴いて体感し

てほしいという想いでさまざまな活動を続け

ている。グラスというどこにでもある日用品か

ら素晴らしい音色が生まれる――まさに楽器

の原点、グラスハープの魅力を、子供たちと

一緒に共有しながら、音楽と創造の翼をひろ

げる〈音育〉にも力を注ぐ。それは音楽を通し

て何かをみつけてほしいという願いでもある。

　コロナ以前は北海道から沖縄まで、演奏

旅行で全国各地を巡る充実した日々 を過ご

していたが、今はギタリストのご主人とふたり

の娘さん、そして愛犬のトイプードルとともに自

宅での時間を大切にしている。もちろん音楽
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グラスハープの素晴らしい音色で

独自の音の世界をひろげる。

●グラスハープユニット《erikuo》
　大橋さんとギタリストのご主人。

●ソロやユニットの活動以外にも、仙台フィル（写真）
　や東京交響楽団などオーケストラとの共演も。

●オルゴールの起源と言われる癒しサウンド〈カリンバ〉。
　不安や緊張をほぐしたり催眠効果も。
　オルゴールの10倍ハグしますよ――。

●家族の一員・愛犬トイプードルの「ふぅくん」。
　ライブでも貴重なムードメーカー？！。

　ガラスが奏でる繊細で透き通った音色か

ら「天使のオルガン」とも言われるグラスハー

プ。水を張ったゴブレット型グラスを指先で共

鳴させてひろがる音色は、夏の空気に涼し

げな心地よさを添えてくれる。巧みな奏法と

多彩な楽曲でそんな音の世界を表現してい

るグラスハーピストの大橋エリさん。2015年日

本でただひとりのプロ演奏家としてメジャー

デビューを果たし、その後の活躍は目覚まし

い。コンサートをはじめ、ワークショップ、レコー

ディング、TV、映画、CM出演など、多岐にわ

たり精力的に活動を続けている。多くのアー

ティストとの共演やゲスト参加など、ジャンル・

スタイルに縛られることのない自由な活動で

グラスハープの魅力を大きくひろげてきた。

　日本ではまだ馴染みの薄いグラスハープ

だが、その歴史は古く、紀元前にはグラスを

鳴らす打楽器の一種として存在していた。

中世ヨーロッパでは数 の々演奏会が開かれ、

高い人気を誇っていたという。モーツァルト

やベートーヴェンなどの巨匠たちもその音色

に魅了され、グルック、レーリヒ、モーツァルトの

　

大橋 エリさん音楽家・グラスハーピスト
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国立音楽大学打楽器専攻卒。
2008年マリンバPOP「MARICOVER」でメジャーデビュー。
独学で10年グラスハープを研究。2015年キングレコードからグラス
ハーピストとして唯一の国内デビュー。

「ムジカピッコリーノ」「嵐にしやがれ」「天才てれび君」「ヒルナ
ンデス」「東大王」「世界の果てまでイッテQ!」他、メディアに多
数出演。全国各地でのコンサート、イベントの他、ワークショップ、
学校公演、特別授業など積極的に登壇。
グラスハープの伝道師として活躍中。

■オフィシャルサイトへ→
http://erikuo.com/erimba/

■大橋エリさんのYouTubeチャンネル→

大橋 エリ Eri Ohashi

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

OV
IE

M
US
IC

B

OOK

BOOKモーツァルトとベートーヴェン＊Yusuke Nakagawa

モーツァルトとベートーヴェンをとりまく音楽の経

済構造がどうなっていたか、音楽、芸術がどう変

遷したかを描く。ベストセラー『カラヤンとフルト

ヴェングラー』の著者が綴る、ヨーロッパ激動の

時代を生きた音楽家の物語。ふたりの偉大な作

曲家のリアルなエピソードが盛りだくさん。モー

ツァルトの秘曲とも言われるグラスハーモニカの

ための作品を書いた経緯、その熱量を知りたくて

あれこれ読んだ中で、読みやすくて広くおすすか

めできる１冊！　と大橋さん。　

モーツァルトとベートーヴェン
●中川 右介〈著〉　

●青春出版社・2010年　

Movie
50年代に活躍したキューバ音楽の老ミュージシャ

ンたちが、レコーディングをきっかけに再会し、NY

カーネギー公演を成功させるまでの魅力あふれる

キューバ音楽のドキュメンタリー。人生の素晴らし

さや情熱のもたらす奇跡を教えられ、とても胸打

たれたという大橋さん。アルバム「ブエナ・ビスタ・

ソシアル・クラブ」は、世界中で400万枚のセールス

を記録。世界20以上の映画賞にも選ばれている。

2017年、続編「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ

★アディオス」も公開させた。

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ
●監督：ヴィム・ヴェンダース

●キャスト：ライ・クーダー、イブライム・フェレール　ほか

●1999年・ドイツ/アメリカ/フランス/キューバ・105分

が中心の暮らしは変わらない。そして巣ごも

り中に本格的に始めた楽器カリンバのCDを

発表し、コンサートの合間にちょっと披露する

など、新たな楽器との出会いから、さらに音の

世界をひろげる大橋さん。コロナの逆境を前

向きに捉える、その行動力には脱帽。この先、

以前のように気兼ねなくライブを楽しめる、

そんな日が戻るのが待ち遠しい。

　猛暑といわれているこの夏。涼しげな音

色を心地いいBGMにしてみたい。そして機

会があれば、ぜひ生音をライブで体感しても

らいたい。聴き入るもよし、微睡むもよし、きっと

貴重な体験を与えてくれるはずだ。他の楽

器とのコラボが難しく、扱いも大変な楽器だ

が、まだまだ進化途上のグラスハープには、

楽器としてのさらなる可能性が秘められて

いるようにも思う。その音色のクオリティと魅

力をさらに追求してゆきたいという大橋さん。

同時にさまざまな楽器にも挑戦しながら、音

楽の世界を自由に享受し、独自の感性で表

現する。これから先またどんな音を届けてく

れるのか楽しみだ。

Buena Vista Social Club＊Wim Wenders

今回は、大橋エリさんにセレクトしていただきました。

MUSIC The Best Of＊The Baja Marimba Band

「ハーブ・アルパート＆ティファナ・ブラス」ととも

にA&Mサウンドを支えたシカゴ出身のマリンバ

奏者ジュリアス・ウェクター率いるマリンババンド

（活動1964～1999）。ポップスから映画音楽まで

幅広くカバーし、マリンバが奏でるメキシカンテイ

ストの陽気で軽快なサウンド。彼らの小粋で明る

い演奏は元気がでる一枚。

マリンバ奏者でもある大橋さんのおすすめ！

The Best Of The Baja Marimba Band
〈ジュリアス・ウェクター&バハ・マリンバ・バンド〉
●Collector's Choice・2001年

●コンサート、ワークショップ等、最新情報は
　ブログ、Facebookでご確認ださい→

●3rdアルバム《星と花と…～グラスハープ・ヒーリング～》
　クリスタルの星のような瞬きと花のようなハーモニー。
　グラス・ハープの魅力を凝縮した一枚。
　（2018・キングレコード）
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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、現場監督 関　悠平さん

お客さまの期待に応えてゆきたいと関さん。その視

線は未来の住まいづくりにも向られている。

　プライベートの楽しみはラーメンの食べ歩き。今

や日本が世界に誇るこのソウルフードは、麺とスー

プとトッピングが絡み合い、味わいも店によって千差

万別。そんなラーメンを食べ歩きながら、味わいや魅

力を画像にも収めている大のラーメンフリークだ。

横浜を中心にこれまでに訪れた店は100店舗以上。

出掛けた先ではいつもラーメン店をチェックとしいる

という。そして日本酒にも目がない。仕事を終えて味

わうお酒と肴で、一日を振り返りながら締めくくり、

それがまた翌日へとつながる――酒が仕事の活力

源にもなっている。

　一棟一棟が異なる住まいづくりには、さまざまな

知識と経験が求められる。そして経験を重ねてゆく

なかで、奥が深い仕事であると実感する関さん。さ

らに経験を重ねて、お客さまからも、スタッフからも、

信頼されるスペシャリストとして活躍できるように、

日々研鑽に努めている。さらに実務経験を積んで、

いずれは施工管理士の資格も取得したいと、目標

に向かって邁進中。まだ駆け出しながら、その高い

意識と新鮮な視点、そして若いエネルギーを活かし

た住まいづくりで、さらなる飛躍に期待したい。

プロフィール
●趣　味：ラーメンフリーク
●好きなもの：日本酒
●仕事のモットー：
　時代の変化に対応した
　お客さまの期待を超えた工事管理＆現場力！

●現在、関さんが携わっている完成間近の物件。 ●ラーメンの中でもとくに豚こつ醤油味の
　横浜家系ラーメンが大好物！！

●全国津々浦々の美味しい地酒を発掘するのも
　楽しみのひとつ。

北欧スイーツキッチン
スウェーデンの家庭でよく焼かれているバナナケーキ。

バナナの皮が、黒くなるくらい熟したものを使うとより美味しく仕上がる。

バナナが美味しくなるこれからの季節にぜひ一度お試しください。

作り方

材  料

・無塩バター
・てんさい糖
・塩
・卵
・サワークリーム
・全粒粉

70g
50g

ひとつまみ
2個
35g
30g

スタッフ通信

2022
Summer

大学の工学部を経て、入社1年のニューフェイス

関 悠平さん。仕事もずいぶん慣れてはきたが、まだ

まだ勉強の毎日。最近、現場監督として、ようやく現

場を任されるようになったという。経験が足りない

ところは、お客さま目線に近い、常に新鮮で柔軟な

視点から捉えるよう意識し、アドバイスに耳を傾け

て日々スキルアップに努めている。一方で、現場作

業の迅速・円滑化を図り、お客さまとの情報共有で

よりスムーズなコミュニケーションを実現する施工

管理アプリ〈ANDPAD〉の活用を中心になって進

めている。建築現場のDX（デジタルトランスフォー

メーション）化を積極的に取り組み、時代の変化や

ニーズに迅速かつ的確に対応できるような体制づく

りを担う。これからの住まいづくりを模索しながら、

　

Seki         Yuhei

 ＊お菓子教室roco熟したバナナとチョコレートのほど良い甘み、スパイスの風味が美味しさの秘密！

・薄力粉
・ベーキングパウダー
・シナモンパウダー
・ジンジャーパウダー
・完熟バナナ
・くるみ
・板チョコ

150g
小1
小2
小1
2本
50g
50g

❶バターを室温に戻し、てんさい糖を加え、泡立て器で白っぽくふわっと
　なるまで混ぜる。

❷卵を一個づつ入れ、続いてサワークリームも加え、その都度よく混ぜる。

❸ベーキングパウダー、粉類、スパイスを合わせてふるい入れ、粉気がなくな
　るまで混ぜたら、潰したバナナを加え、よく混ぜる。

❹そこに粗く刻んだくるみとチョコを加え、ゴムベラでさっくりと混ぜる。

❺紙を敷いた型に流し込み、180℃のオーブンで約45分焼く。
　焼き上がったらすぐに型から外し、網の上で冷ます。

17×8×8cmパウンド型

Banankaka

北欧のおいしいお菓子○ バナンカーカ（バナナケーキ）55



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

猛暑が予想されているこの夏。電力需給も逼迫すると言われるなかで、省

エネと快適な暮らしを両立させるのは、それぞれの家庭に託された課題。

そこで夏の暑さ対策に大きく貢献してくれるのがオーニングです。その

省エネ効果は大きく、冷房費が1／3に軽減。ほかにも住まいにさまざまな

メリットをもたらしてくれます。夏はちちろん、春・秋には、角度を調整して

強い日差しをカットし、窓からの心地よい風を通して、快適な空気環境をつ

くることも可能。手動・電動・リモコン・センサー式など多様な操作性、また

デザイン・サイズなども多彩。只今オーニングリフォームキャンペーン実施中！

おトクなこの機会に、ぜひオーニングリフォームをおすすめします。

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。 2022SP

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。

■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

Q1 正解→C（水晶）
無機ガラスの主成分は水晶と同じSiO2。地球の地殻中に含まれる
元素の割合でもっとも多いのが酸素、二番目がケイ素。
このふたつの元素の化合物が二酸化ケイ素。

Q2 正解→D（チューブラー・ベル）
アルモニカ＝グラスハープをベースにベンジャミン・フランクリンが発明。
クリスタル・バシェ＝金属フレームにガラス鍵盤がついた楽器。音響彫刻と呼ばれている。
グラスマリンバ＝主にブラジルで普及したガラス製楽器。

Q3 正解→B
モース硬度で10円硬貨は3、ガラスは5、なので10円硬貨で傷はつきません。
ガラスは個体と液体の双方の特徴を持ち、ごく微量ですが水に溶け、3000℃の
高温でも燃えません。まだ科学的にわからないことも多いようです。

4ページ
クイズの解答

この夏は電力需要の逼迫も心配されています。需要の
ピーク時に使用を減らすことが有効ですが、ジューテック
ホームでは、できるだけ電気を使わない、暑さ寒さに強い
住まいづくりでお応えしています。エネルギー効率の良い
快適な暮らしを、涼しいモデルハウスでご体感ください。

WELL REFORM PRESENTS

省エネ効果はもちろん、オーニングの利点として注目

されているのが、アウトドアリビングやお子さまの遊び

場などのフリースペースとしての活用。天候にもあま

り影響されず、比較的低コストで設置できるので、人気

が高まっています。屋外でのホームパーティーやペッ

トと暮らす住まいづくりにもおすすめです。あなたの

ライフスタイルをさらに充実させてくれるでしょう。

オーニング
リフォームキャンペーン実施中！

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！

熱射・紫外線・雨風から住まいを守り
快適に省エネを実現する

〈オーニング〉！

LIXIL
AMA
MARKILUX
など有名メーカーを豊富に取り揃えています。

ジューテックホーム施工例

日よけ効果
日よけ効果は

カーテン・ブラインドの10倍！

紫外線対策
紫外線＋赤外線を大幅にカット！

さらに輻射熱による熱気も軽減。

雨風対策
突然の雨による洗濯物や

植木鉢などの雨よけにも！

プライバシー保護
開放感を損ねずに

外部からの視線を遮ります！

外観のアクセント
外観にアクセントを添えて、

住まいを演出！

室内の劣化防止
窓越しの日差しによる

褪色や劣化を防止！

スペースの活用
屋外のオープンスペースとして

多目的に利用が可能！

オーニングで

ECO
リフォーム！

編集後記
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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。

きらめく朝露を爽やかなリネン素材で表現した

iittalaカステヘルミLinenタンブラーを

ペアで5名様にプレゼント！

●約φ90×H97mm・約300ml・無鉛ガラス
●デザイン：Oiva Toikka

■応募締切2022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

デザイン大国として知られるデンマークでは、1940年代から60年代に

かけて、歴史に残る優れた家具が生み出されました。デンマークのデ

ザイナーのなかでも、フィン・ユール（1912-1989）は、ひときわ美しい家

具をデザインしたことで知られます。優雅な曲線を特徴とするその椅子

は「彫刻のような椅子」とも評されます。本展は、デンマークの家具デザ

インの歴史と変遷をたどり、その豊かな作例が誕生した背景を探ると

ともに、モダンでありながら身体に心地よくなじむフィン・ユールのデザ

インの魅力に迫る試みです。椅子のデザインにはじまり、理想の空間を

具現した自邸の設計や、住居や店舗、オフィスのインテリアデザイン、

そしてアイデアを伝えるために描いたみずみずしい水彩画まで、フィン・

ユールの幅広い仕事を紹介します。椅子という、あらゆる日常を支える

身近な家具にあらためて光を当てる

本展が、新しい生活を模索する

私たちが快適に生きるためのヒント

を見つける機会となれば幸いです。

フィン・ユールとデンマークの椅子

2022.7.23［土］～10.9［日］
東京都美術館ギャラリーA・B・C

●開室時間／9:30～17:30
　金曜日は9:30～20:00
　（入室は閉室の30分前まで）

●休室日／月曜日、9月20日（火）
　※ただし、8月22日（月）、29日（月）、
　　9月12日（月）、19日（月・祝）、
　　26日（月）は開室

●観覧料／（当日・税込）
　一般1,100円、
　学生・専門学校生700円、65歳以上800円
　※高校生以下は無料
　※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　　お持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。いずれも証明できるものをご持参ください。
　※10月1日（土）は「都民の日」により、どなたでも無料
　※事前予約は不要です。ただし、混雑時に入場制限を行う場合があります。

●アクセス
・JR上野駅「公園口」より徒歩7分
・東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分
・京成電鉄京成上野駅より徒歩10分
　※当館には駐車場はございません。

●お問い合わせ（東京都美術館事業係）／03-3823-6921（代表）

●公式サイト  https: / /www.tobikan. jp/ f innjuhl
　※詳細・最新情報は公式サイトにてご確認ください→

《メインビジュアル》

Finn Juhl and Danish Chairs

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021
8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2021
8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2021』において、ジューテックホームは今年も
「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。感謝の気持ちを込めて〈8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・お知り合いをご紹介く

ださい。皆さまのご参加をお待ちしております。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021

特別優秀賞＋
省エネ住宅特別優良企業賞

W受賞
（2021年実績にて2022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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