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4%.s[$快適生活情報誌

Information❉【こどもみらい住宅支援事業】を活用して
　　　　　 　おトクにリフォームしませんか。

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和
合理的な空間づくりと特出した素材感。
ラグジュアリーモダンの温かく洗練された住まい。
Leisurely & Comfortable texture ❊東京都・T邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ドリームケーキ（ドロームケイ）

P r e s e n t ❉ Botanicfolkのインテリアディフューザー
　　　　　 　NO.4 MAGNIFIQUEを5名様にプレゼント！
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スタッフ通信❉2022 Autumn
Staff Hot news

第58話 山岡 昌治さんマッシュルーム（東京・恵比寿）
オーナーシェフ

美しく・心地よく・快適な　

暮らしのヒント！
WELL REFORM PRESENTS

良いものをずっと使い続けたい
〈カリモク家具〉の魅力！

AUTUMN-2022 Vol.64

Exhibition ❉ イッタラ展　フィンランドガラスのきらめき

フィーカの小箱M
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Coler your life - culture BOX

秋を探しに…とっておきの秋時間。
T h e  a u t u m n  w h i c h  a w a k e n s  a l l  f i v e  s e n s e s .

視覚・味覚・聴覚・嗅覚・皮膚感覚――五感で感じる秋



鮮やかに色づいた紅葉、

花々に彩られた美しい景色…

心に留めておきたい

秋の印象的な風景。

一度は訪れてみたい

日帰りも可能なとっておきの

スポットをご紹介。

秋の色

大山 大山阿夫利神社 本土寺
春の桜、初夏の花菖蒲・紫陽花など「四季の寺」

として知られている徳川家ゆかりの本土寺。秋に

は1,000本の色鮮やかなモミジに彩られる。

◎JR常磐線・北小金駅より徒歩約15分
◎常盤自動車道・流山ICより車で約15分
　（無料駐車場は収容台数が少なく、周辺の有料駐車場を利用）
●参拝料／大人500円●拝観時間／9:00～16:30（年中無休）

鮮やかな紅葉に彩られる大山寺参道や大山阿夫

利神社周辺。11月下旬にはライトアップされ、夜景

の絶景とともに目を楽しませてくれる。

◎小田急小田原線・伊勢原駅→バス25分→参道・徒歩約10分→
　大山ケーブル（山麓駅→山上駅）→阿夫利神社下社
◎東名高速・厚木IC→国道246経由、伊勢原大山方面約40分
　市営駐車場（有料）利用

千 葉
11・下→12・上

寺社

河口湖もみじ回廊
河口湖畔の4～500本の紅葉が鮮やかに湖畔を

彩る。富士河口湖紅葉まつりも開催され、富士

山を借景に幻想的にライトアップされる。

◎富士急行・河口湖駅→河口湖周遊バスで21分→
　久保田一竹美術館下車すぐ
◎中央自動車道・河口湖IC→国道137号経由7km（約15分）
　（周辺の無料・有料駐車場を利用）

山 梨
11・上→下

湖畔

碓氷湖 めがね橋・アプトの道
湖畔を巡る約1.2キロメートルの散策道のほか、

めがね橋、アプトの道など周辺には多彩な紅葉

ウォーキングコースがある。

◎信越本線・横川駅より徒歩60分、またはタクシーで約10分、
　JRバスめがね橋経由（春～秋の特定日のみ運行）
◎上信越自動車道・松井田妙義ICより9km（約15分）

群 馬
11・上→中

湖畔

妙義紅葉ライン妙義山パノラマパーク
西に妙義山、東に赤城山・榛名山を望み、険し

い岩肌と色づいた樹木のコントラストが美しい。

上州随一の紅葉の名所。

◎JR信越本線・松井田駅よりタクシーで約10分
◎上信越自動車道・松井田妙義ICより3.5km（約8分）

群 馬
11・上→下

山麓

美の山公園
標高581.5m〈蓑山〉山頂にひろがる自然公園。

桜、ヤマツツジ、アジサイなど花の名所で、紅葉と

ともに雲海・夜景のスポットとして知られている。

◎秩父鉄道・皆野駅よりタクシーで約20分
◎関越自動車道・花園IC→国道140号を秩父方面へ20km（約40分）
　→皆野町役場入口交差点を左折7km（約15分）

埼 玉
11・中→12・上

山麓

袋田の滝
日本三名瀑のひとつ袋田の滝。鮮やかに彩られ

る秋の風景は息を呑む美しさ。周辺の竜神大吊

橋や花貫渓谷とともに訪れたい。

◎JR水郡線・袋田駅より徒歩約40分。または滝本バス停より徒歩約7分。
◎常磐自動車道・那珂IC→国道118号線経由43km（約60分）
●袋田の滝トンネル利用料／大人300円・子ども150円
●利用時間／8:00～17:00（11月）

茨 城
11・上→中

滝

八ヶ岳高原大橋
紅葉に彩られた川俣川渓谷に架かる橋からの眺

望は素晴らしく、八ヶ岳の雄大な景色を間近

に遠くに南アルプス、富士山と絶景がひろがる。

◎JR小海線 清里駅よりタクシー約10分
◎中央自動車道・長坂ICから約15分

山 梨
10・下→11・上

橋

修善寺自然公園もみじ林
修善寺温泉の北側一帯・約80haにひろがる風

情あるモミジ林。シーズンには〈修善寺もみじま

つり〉も開催される。

◎伊豆箱根鉄道修善寺駅→虹の郷行きバス（約18分）→
　もみじ林前下車すぐ
◎東名高速道路・沼津IC→国道1号・136号経由（約50分）、
　または伊豆縦貫自動車道・伊豆中央道・修善寺道路経由（約35分）

静 岡
11・中→12・上

温泉

御射鹿池
東山魁夷の絵画やCMの舞台として有名で、朝

夕は幻想的な紅葉風景に包まれる。オレンジ色

に輝く夕暮れのカラマツ林はとくにすばらしい。

◎JR中央線・茅野駅→アルピコ交通・奥蓼科渋の湯線（約45分）→
　明治温泉入口バス停下車すぐ
◎中央自動車道・諏訪ICから約18km（約30分）

長 野
10・下→11・上

湖畔

神奈川
11・中→下

寺社

神奈川
11・中→下

寺社

紅葉の色づきとともに

ロケーションによって、その印象もさまざま。

ハイキングやトレッキング、キャンプなどで

アクティブにアウトドアを満喫したり、

あるいはカフェ・レストラン、温泉などで

ゆったりと過ごしたり…。

好みの紅葉シーンを求めてお出かけください。

秋の一日、貴重な思い出とともに

鮮やかに記憶も彩ってくれることでしょう。

視覚

※紅葉の見頃の時期は、例年のデータを参考にしています。
　天候や気温などによって時期は前後することもあります。
　事前に現地の最新情報でご確認ください。

※各施設のオープン時間・定休日などの詳細は、
　必ず各施設の最新情報を事前にご確認ください。
　またイベント等の開催は変更・中止される場合もあります。

●見頃時期→　
●ロケーション→
    （紅葉シーン）

五

感で感じる秋

富士とライトアップ

湖と鉄道遺産を巡る

夜景と紅葉のコラボレーション

雲海に浮かぶ秋の絶景

岩稜を彩る錦絵

彩りの温泉情緒色鮮やかな名瀑布

荘厳なカラマツ林紅葉パノラマ

秋 を 彩 る
代 表 樹 種 …

九州から東北南部にかけて、広く分布する
単に「もみじ」と言われる紅葉の代表格。
類似種にヤマモミジやオオモミジなど。日本
庭園の庭木や鉢植として重宝される。

イロハモミジ
（ムクロジ科・カエデ属）

北海道から九州まで自生し、大ぶりの葉が
黄褐色に色づく。カナダ国旗で有名な類似
種サトウカエデは北米原産。メープルシロッ
プ、堅牢な材質で家具などに利用される。

イタヤカエデ
（ムクロジ科・カエデ属）

「天狗のうちわ」のような浅い切れ込みの
葉が特徴。本州から北海道に分布し、黄緑
から黄・オレンジ・赤へ色づくグラデーション
が美しい。近似種にコハウチワカエデ。

ハウチワカエデ
（ムクロジ科・カエデ属）

日本固有の落葉高木。東北南部から九州
の山腹から谷間に多く自生する。目の病気
に効能があるとされ、その鮮烈な色合いが
ひときわ目を引く。

メグスリノキ
（ムクロジ科・カエデ属）

9月に北海道から始まる紅葉は、約3ヶ

月かけて、12月上旬頃には南関東～

九州まで進む。紅葉する樹木は主な

自生種だけでも数百種類に及びその

多様性が日本の紅葉の美しさを際立

たせている。その中から代表的な樹

木をちょっとご紹介！

歴史を刻む紅葉の名勝

秋を探しに…とっておきの秋時間。
T h e  a u t u m n  w h i c h  a w a k e n s  a l l  f i v e  s e n s e s .

スポーツやアウトドアのレジャーに最適な秋。彩り豊かな自然や旬の味覚、温泉など秋の楽しみは尽きません。
魅力あふれる秋の季節…いつもより五感をひろげて、移ろいゆく秋をゆっくりと探しませんか。
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色鮮やかな名瀑布

皆野町観光協会ググっとぐんま写真館 ググっとぐんま写真館やまなし観光推進機構

伊勢原市観光協会

伊勢原市観光協会
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＊紅葉の色づき・色合い等は、年によって、また訪れる時期によっても大きく異なります。

一碧湖
「伊豆の瞳」とも称され、歌人の与謝野鉄幹･晶

子夫妻も愛したという美しい火口湖。湖畔の遊

歩道を巡る散策、ボートで湖上遊覧もおすすめ。

◎伊豆急・伊東駅→シャボテン公園行きバス〈一碧湖〉下車すぐ
◎東名高速道路・沼津IC・新東名高速道路・長泉・沼津IC→
　伊豆縦貫道経由（約60分）
　旧一碧湖美術館・沼池入口に駐車場あり（無料）

静 岡
11・下→12・上

湖畔

養老渓谷
日本一遅くまで紅葉が見られる場所としても知

られ、養老川沿い約1.2kmの遊歩道を中心に趣

の異なる紅葉の渓谷美を楽しむことができる。

◎JR内房線・五井駅→小湊鉄道→養老渓谷駅下車（徒歩約20分）
◎圏央道・市原鶴舞ICよりR297号線→県道168号線経由→
　県道81号線で養老渓谷方面へ

千 葉
11・下→12・上

渓谷

中津峡 滝川渓谷
南関東随一の紅葉の名所で、国道140号沿いの

豆焼橋～雁坂大橋にかけての紅葉の山並みと

奇岩・岩壁が織りなす中津峡はドライブに最適。

◎秩父鉄道・三峰口駅→西武観光バス中津川行き約50分、
　相原橋下車すぐ
◎関越自動車道・花園IC→国道140号経由60km（約90分）

埼 玉
10・下→11・中

渓谷

昭和記念公園
かたらいのイチョウ並木やカナールイチョウ並木。

視界が埋め尽くされる自然樹形の黄金色のトン

ネルは壮観。季節のさまざまな花も見どころ。

◎JR中央線・立川駅より徒歩約10分、西立川駅より徒歩2分
◎中央道自動車道・国立府中IC→
　国道20号経由・立川方面へ約8km　駐車料金840円（1日）
●入園料／一般450円・小人（中学生以下）無料

東 京
10・下→11・下

公園

谷川岳
日本百名山の谷川岳。ロープウェイ利用の山頂

トレッキング、一ノ倉沢ハイキングなど、岩肌と紅葉

に圧倒される。山岳ならではの雄大な秋の風景

◎上越新幹線・上毛高原駅→谷川岳ロープウェイ行きバス約50分
◎関越自動車道・水上IC→国道291号線を谷川岳方面へ14km
　（約25分）有料駐車場利用
●谷川岳ロープウェイ（往復）／大人2,100円・子ども1,050円

群 馬
10・中→下

山岳

雲場池
軽井沢を代表する景勝地。とくに秋の紅葉は素

晴らしく、水面に映り込む紅葉は見事。周辺のカ

フェやレストランとともにゆっくり過ごしたい。

◎北陸新幹線・軽井沢駅→徒歩約30分、またはタクシー4分
◎上信越道碓氷軽井沢IC⇒12km（車25分）
　周辺の町営駐車場利用

長 野
10・中→11・上

湖畔

鬼怒川ライン下り
色鮮やかな紅葉に包まれる自然の造形美。鬼怒

川港～鬼怒大瀞港までの約6ｋｍ（所要40分）の

絶景船旅。龍王峡紅葉ハイキングもおすすめ。

◎東武鬼怒川線・鬼怒川温泉駅より徒歩5分
◎東北自動車道・宇都宮IC→日光有料道路・今市IC（約20分）
●大人2,900円・子供1,900円（要予約）

栃 木
10・中→11・上

渓谷

丸沼高原日光白根山ロープウェイ
標高2,000mの山頂駅まで、絶景の山々と眼下

の紅葉を眺めながら15分の空中散歩。往復5～6

時間の日光白根山へのトレッキングもおすすめ。

◎東武鉄道・日光駅またはJR上越新幹線・上毛高原駅、
　JR上越線・沼田駅（約85～135分）→日光白根山ロープウェイ
◎関越自動車道・沼田ICより37km（50分）→日光白根山ロープウェイ
●ロープウェイ（往復）／大人2,000円・子ども1,000円（7:30～16:30）

群 馬
9・下→10・中

山岳

みはらしの丘（国営ひたち海浜公園）
一年を通して季節の花々が咲き誇る国営ひたち

海浜公園。秋にはパンパスグラスやコスモス、

ハマギク、そしてコキアの紅葉に彩られる。

◎JR常磐線・勝田駅（品川より約85分）→
　東口2番乗り場より茨城交通バス約15分→海浜公園西口下車
◎北関東自動車道→常陸那珂有料道→ひたち海浜公園ICすぐ
●入園料／大人450円（9:30～16:30・17:00 火曜日休園）

茨 城
10・上→下
コキア

荒川コスモス畑
荒川河川敷にひろがる首都圏最大規模の1200

万本を誇る吹上コスモス畑。シーズンには毎年

コスモスフェスティバルも開催されている。

◎JR高崎線（湘南新宿ライン・上野東京ライン）・吹上駅→
　南口より徒歩約27分、または鴻巣市コミュニティバス→
　〈コスモスアリーナふきあげ〉下車すぐ
◎関越自動車道・東松山ICより約30分

埼 玉
10・上→中
コスモス

あけぼの山農業公園
シンボルの風車と緑豊かな風景に、約100万本の

色とりどりのコスモスが咲き誇る。〈コスモスウィー

ク〉も開催予定。カフェ＆バーベキューも楽しみ。

◎JR常磐線・我孫子駅→あけぼの山農業公園行きバス17分
　（17分・開園日のみ）下車徒歩1分
◎●常磐道・柏ICより公園まで約8km（20分）無料駐車場あり

千 葉
10・上→中
コスモス

巾着田
曼珠沙華（ヒガンバナ）の里として知られ、雑木

林を埋め尽くす500万本の曼珠沙華が目にも鮮

やか。曼珠沙華まつりも開催予定。

◎西武池袋線・高麗駅下車、徒歩約15分。JR高麗川駅よりバス
◎関越自動車道・鶴ヶ島ICより14Km（25分）。
　または圏央道・狭山日高ICより8Km（15分）
　有料駐車場あり

埼 玉
9・中→11・上

曼珠沙華

権現堂堤
四季折々の花の名所として知られ、水仙にはじ

まり桜と菜の花の共演、紫陽花、ひまわり、コスモ

ス、そして圧巻は土手一面にひろがる曼珠沙華。

◎東武日光線・幸手駅→朝日バス〈五霞町役場〉行き〈権現堂〉
◎圏央道・幸手ICより約10分・東北自動車道・久喜ICより約20分
　有料駐車場あり

埼 玉
9・下→10・中

曼珠沙華

仙石原
「かながわの景勝50選」「かながわの花の名所

100選」も選ばれているススキの名所。晴れた

日の金色に輝く広大なススキの草原は壮観。

◎箱根登山鉄道-小田急線・箱根湯本駅→
　バス約30分〈仙石高原〉下車すぐ
◎東名高速道路・御殿場IC→国道138号線経由（約30分）
　臨時無料駐車場利用可

神奈川
9→10

ススキ

山中湖 花の都公園
山中湖北麓に位置する花の都公園。四季折々の

花が咲き乱れ、秋は富士山と100万本のコスモス、

紅葉と滝のコラボレーションも素晴らしい。

◎富士急行・富士山駅→山中湖周遊バスふじっ湖号（30分）→
　花の都公園下車すぐ
◎東富士五湖道路・山中湖ICより車で約3分（有料駐車場）
●入園料／大人350円（9:00～16：30）

山 梨
9・上→10・中

コスモス

秋を代表する花・コスモスや

曼珠沙華、ススキなど…。

春や夏に比べると花の種類は

多くはないものの、印象的な

秋の風景に彩られる。

一度は訪れたい

美しい花景色をピックアップ！

秋の花

雪と紅葉の共演

伊豆の瞳も秋景色 山渓を辿る紅葉ドライブ

土手一面の曼珠沙華

雑木林の曼珠沙華

紅葉のラストを飾る

金色のススキ草原 壮大なコスモス畑と富士

黄金のトンネルを歩く

水面に映る秋景色 河川敷を彩るコスモス 風車とコスモスの草原

壮大なコキアの丘極彩色の渓谷美 秋色の空中散歩

街路樹として全国各地で見られる樹木。世
界最古の現生樹種で、2億5千万年ほど前
の古生代末期（ベルム紀）から生き続け、

「生きた化石」と呼ばれている。

イチョウ
（イチョウ科・イチョウ属）

北海道渡島半島から九州にかけて広く分
布する日本の温帯林を代表する樹木。どん
ぐりは山の生態系に重要な役割を果たし、
山の水源保全にも貴重な樹木。

ブナ
（ブナ科・ブナ属）

本州から九州まで広く分布し、空に向かっ
て大きく枝を広げる樹形が特徴的。街路
樹としてもよく見かける。個々の樹木によっ
て紅葉の色調が大きく異なるのも面白い。

ケヤキ
（ニレ科・ケヤキ属）

北海道から九州まで広く分布し、秋にはか
わいいハート型の葉が黄色に色づき、キャ
ラメルに似た香りを放つので、住宅のシン
ボルツリーとしても人気が高い。

カツラ
（カツラ科・カツラ属）

日本に自生する針葉樹で、唯一の落葉樹。
日本の中央部に分布し、火山性の土壌を
好むため、観光地でもよく見かける。全山が
金色に染まるカラマツ林の紅葉は見事。

カラマツ
（マツ科・カラマツ属）

視覚

五

感で感じる秋

雑木林の曼珠沙華

秩父市観光課

養老渓谷温泉旅館組合
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味覚の秋は実りの秋。

そして山の幸・海の幸も

おいしい季節。

今回は秋を代表する山の幸

キノコに焦点を当てて

その魅力を探ります。

秋の味 味覚

五

感で感じる秋

Isabel Gehweiler & AljaÏ Cvirn�
《チェロとギターのためのソナタ集》2017

チェロとギターの異色デュオによるシュー
ベルト「アルペジョーネ・ソナタ」他、競演。

Jan Johansson�
《Jazz på svenskaz》1962-1964

スウェーデン民謡にジャズを融合させた
異才ジャズピアニスト。37歳で急逝。

Thelonious Monk�
《Solo Monk》1964-65

孤高の天才ピアニスト、セロニアス・モ
ンクが残した傑作ソロ作品集。必聴盤！

Bill Evans/Jim Hall�
《Undercurrent》1962

ピアニストのビル・エヴァンス、ギタリスト
のジム・ホールのデュオによる最高傑作。

Various Artists
《Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen》2022-11

ノラ・ジョーンズ、ほか豪華アーティスト
によるレナード・コーエンのトリビュート。

Nouvelle Vague
《Best of Nouvelle Vague》2010

フランスの音楽プロジェクト、ヌーヴェル・
ヴァーグ。お洒落で心地いい80sカバー。

Sade�
《Love Delux》1992

最高傑作といわれるシャーデーの通算4
枚目のアルバム。心に響く珠玉の名曲。

Toots Thielemans�
《CHEZ TOOTS～思い出のフレンチ、そしてジャズ》1956

ジャズハーモニカのトゥーツが豪華ゲスト
と贈るオールド・フレンチ・スタンダード。

Vieux Farka Touré & Khruangbin�
《Ali》2022-9

テキサスのクルアンビンとマリのギタリス
ト、ヴィユー・ファルカ・トゥーレのコラボ。

Hirth Martinez
《I’m Not Like I Was Before》1998

2015年惜しくもこの世を去ったハース・
マルティネスの残した3rdアルバム。

Art Garfunkel 
《Breakaway》1975

アート・ガーファンクルのソロ2作目。爽
やかな空気に包まれる天使の歌声。

Red Garland Trio�
《Groovy》1956

軽快な旋律とリズミカルなグルーヴ感。
ジャズピアノトリオの傑作アルバム。

Susanna and the Magical Orchestra�
《Melody Mountain》2016

澄み切ったヴォイス、ミニマルで叙情的サ
ウンド。独特なアレンジで名曲をカヴァー。

Ron Sexsmith
《Ron Sexsmith》1995

カナダを代表するシンガーソングライター
ロン・セクスミスの傑作デビュー盤。

Andy Shauf
《The Party》2016

カナダのシンガーソングライター＆マルチ
ミュージシャン。ミドルテンポの良盤！

Van Morrison�
《Moondance》1970

北アイルランド出身のシンガーソングライ
ターヴァン・モリソンの傑作3rdアルバム。

Manhattan Jazz Quintet
《Autumn Leaves》1985

デビット・マシューズのプロ活動50周年
を記念し、2015年リマスタリングの名演。

Shelby Lynne�
《Just A Little Lovin'》2008

シェルビィ･リンが敬愛するダスティ・ス
プリングフィールドへのオマージュ。

Joao Gilberto & Stan Getz�
《Getz/Gilberto》1963

サックス奏者スタン・ゲッツとジョアン・
ジルベルトのボサノヴァ黎明期の傑作。

虫の音が秋を告げ、

風に舞う落ち葉の音に

深まる秋を感じる。

そんな秋にじっくりと聴きたい

心に響く音楽をオールジャンル

からセレクト！

秋の音 聴覚　

五

感で感じる秋

ネイチャー・サウンド・ギャラリー（自然音）
《虫のシンフォニー》

コオロギ、スズムシ、マツムシ、キリギリ
スやハヤシノウマオイ…。秋の涼しさを
詰め込んだ虫たちのBGM。

栄養

うま味

食感

風味
●鰹節、昆布と
　ともに、シイタケには
　日本三大うま味成分
　のひとつ〈グアニル酸〉が
　含まれている。

●イノシン酸、グルタミン酸、
　アスパラギン酸なども多く、
　うま味の宝庫。

●他の食材のおいしさを引き立てる。

●他の食材のうま味も取り込む。

●味わいにアクセントを
　与える独特の食感。

●多くの食材と相性が良い。

●切り方や調理法によって
　多彩に変化する。

●マツタケ、コウタケ、
　トリュフなどキノコ
　それぞれが持つ
　特有の風味。

●豊富な食物繊維と
　多彩な栄養価
・タンパク質・リン
・ビタミンB群・ビタミンD
・食物繊維・βグルカン他

低カロリーの健康食材！

豊かな風味！

おいしさのアクセント！

うま味の相乗効果！

キノコを味わう！

キノコを採る！
究極の自然の遊び、キノコ採り！
自然が好きで、キノコ料理が好きなら、キノコ採

りに出かけてみませんか。秋になると、宿泊施設

の体験イベントやネイチャーツアーなどが各地で

開催されています。知識がなくても気軽にキノコ

採り体験が可能。そして収穫した天然キノコを

ぜひ味わってみてください。

［注意］
※毒キノコによる食中毒を防ぐために、キノコ採りは必ず専門
　家と同行してください。知らないキノコは安易に採らないよ
　うにしましょう。
※私有地や禁止区域でのキノコ採りは控えましょう。
※山では遭難（道迷い）、滑落・転倒などの事故、天候急変、
　クマ・イノシシなど野生動物に遭遇の危険も潜んでいます。
　準備や行動にも十分注意してください。

キノコの秘められた魅力に迫る！
映画『素晴らしき、きのこの世界』

きのこ・菌類の秘められた力に迫った驚異と希

望のドキュメンタリー映画。幻覚作用をもたらす

一方で、人間の命を救うほどの力も持っていると

言われる、きのこ・菌類の可能性。偉大で神秘

的なきのこの力を知ることで、誰もが未来への

希望を感じる…。パンデミックを経験し、希望を

失いかけた今だから、より心に響く作品。

●監督／ルイ・シュワルツバーグ　

●81分・2019アメリカ

キノコを識る！

恵比寿マッシュルーム
山岡シェフが教えてくれる
きのこソテー！→

〈大森由紀子動画 Yukiko Omori TV〉より

い
ず
れ
も
、ア
ル
バ
ム
を
通
し
て
聴
き
た
い
名
盤
揃
い
！
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¥3,080¥980

Heavenly Aroom
リードディフューザー 
金木犀
φ70×D50×H258mm・100ml
フレグランスリフィル、リードスティック8本、ウッドキャップ

香り豊かな
ライフスタイルを提案する
京都発の
ヘブンリーアルーム。
フルーティフローラルに
ふわりと香る金木犀。

断熱性が優れてることは、快適な住まいの条件ですが、断熱性能Ua値（外皮平均熱貫流率）を低くす

れば快適な住まいかといえば、そうとも限りません。Ua値はあくまで断熱性の目安であって、本当に

大切なのは一年を通して快適に過ごせる空間づくりです。私たちには〈太陽〉と〈風〉という自然の恩

恵を誰しも自由に受け取ることができます。パッシブデザインはそれを最大限に活用できる設計によっ

て、建物本来の断熱性能も活かすことで、ほんとうの心地よい住まいを実現します。また、省エネや

防災面、ウィズコロナなど、パッシブデザインにもさまざまな視点が求められています。

秋を代表する香り

といえば金木犀。

そしてウッディーな香りも

おすすめです。

リラックスできる

心地よい香りで夏をゆっくり

クールダウン！

秋の香 嗅覚　

五

感で感じる秋

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。

BOTANICFOLKの
インテリアディフューザー
NO.4 MAGNIFIQUEを
5名様にプレゼント！

秋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

きれいな紅葉の条件として間違いはどれ？

A.昼と夜の気温差　B.日当たり
C.適度な湿度　　 D.冬の寒さと夏の猛暑

Q2
金木犀について間違っているのは？

A.日本の三大芳香木のひとつ  
B.ジンチョウゲ科の代表樹
C.特徴的な香り成分のひとつγ-デカラクトン  
D.昆虫（蝶）に対して忌避行動を取らせる

Q3

干しシイタケに多く含まれるうま味成分は？

A. イノシン酸　　 B. グルタミン酸 
C. グアニル酸　　D. アスパラギン酸

ヒント！
内陸の山間部で紅葉がキレイな理由…。

ヒント！
日本三大うま味成分のひとつ！

ここで、ちょっとひとやすみ！

柔らかな日差に包まれた

窓辺の風景…

うららかな陽射しに

心地よい風が通り抜けて

澄んだ空気を肌に感じる。

部屋でゆったりと過ごす

素敵な秋のひととき。

秋の風皮膚感覚

五

感で感じる秋

穏やかな日差しに
心地よい風。
パッシブデザインがひろげる快適な暮らし。

パッシブデザイン＋断熱性能！

日差しのコントロール

自然風の利用 屋外スペースの活用

自然光を上手に取り入れる工夫

昼間はどこでも
照明を使わず過ごせることが

理想

東・西・南・北――
どこから風が吹いても

家の中に風が入るように工夫。

●住まいの方位、冬の日当りを確認

●南側の窓面積は広く確保し、
　冬は日差しを十分に取り入れる

●夏は窓の外側で日差しをカット

●Loe-Eガラスを採用

●採光に優れた2F逆転リビング

●日ざしを防ぎながら、　
　光を多く取り入れる吹抜も有効

●トップライト

●光を透す室内ドア

●LDKには2面以上に開口部を設置。

●2階や天井など住まい上部に
　溜まった熱を排出

●横すべり窓で通風量は最大12倍にUP！

ジューテックホームでは、建築家・設計士がパッシブデザインを取り入れた住まいづくりで積極的に取

り組んでいます。詳しくは、お気軽にご相談ださい。

住まいの窓を活かす工夫が大切！

アウトドアリビング
（バルコニー・テラス・ウッドデッキ）の

有効活用で風を感じる暮らし。

●開放感＋趣味のスペースとして活用

●段差のない設計で内外が一体感ある空間づくり

●電源・水道の確保で使い方もひろがる

●オーニングなどによる雨風・日差しへの備え

●グリーンインテリアやプライバシーへの配慮も

冬
日差しをたっぷり取り入れて暖かく

夏
外側で日差しをカットし室内を涼しく

ジューテックホーム（株）　      0120-206-244

秋におすすめ、キンモクセイのルームフレグランス！
キンモクセイの香りには、リラックス効果があり、

イライラを鎮めて心を落ち着つかせてくれます。

また食欲を増加させる物質〈オレキシン〉を抑える

効果もあると言われています。まずはルームフレ

グランスとして気軽に取り入れてみませんか。

嗅覚の刺激だけが大脳新皮質を通さずに、大脳辺縁系にダ

イレクトに伝わります。大脳辺縁系は「食欲」「記憶」「感情」な

ど本能的な機能を司る部位。香りが自律神経や精神面に大

きく作用し、他の感覚と比べて香りが記憶に残る理由とも言

えるでしょう。香りの好き嫌いは個人差が大きく、好きな香りを

選ぶことが大切です。

《香調》
 Top
 オレンジ・ピーチ・ネロリ
 Middle
 オスマンサス・ジャスミン・ローズ
 Last
 ムスク・イリス

COTONOCA
リードディフューザー 金木犀の香り
W70×D50×H258mm・50ml
フレグランスリフィル、
リードスティック6本、ウッドキャップ

濃密な甘さの中に、ほのかに香る
フルーティーさが印象的な香り。
まるでお部屋に金木犀が咲いたかの
ような本物に近い自然な香り。

¥4,620 ¥1,980

BOTANICFOLK
インテリアディフューザー NO.4 MAGNIFIQUE
W75×D43×H140mm・200ml
ディフューザー瓶１本、木製スティック1本、
ファイバーリードスティック3本

《香調》
 Top
 キンモクセイ
 Middle
 キンモクセイ
 Last
 キンモクセイ

秋におすすめのウッド系アロマオイル！
森・草木を感じさせる爽やかで落ち着いた香り。ユニセックスの香水にも多く使われていて、

ルームフレグランスとしてもおすすめ。

Sin. 練り香水 金木犀
φ60×H23mm・40g

純粋な金木犀の香り
シアバター・馬油・ワセリン配合。

シダーウッドアトラス（マツ科）

シダーウッドバージニア（ヒノキ科）
針葉樹の森のウッディーで爽やかな香り

ヒノキ（ヒノキ科）
森林浴やヒノキ風呂など和をイメージ

ジュニパーベリー（ヒノキ科）
ジンの香り付けに使う、甘さ秘めた爽やかさ

サイプレス（ヒノキ科）
ウッディーでスパイシーな爽やかな香り

サンダルウッド（ビャクダン科）
オリエンタルで深みのあるウッディーな香り

ユーカリ（フトモモ科）
ツンと鼻に抜けるシャープな爽快感

ティートリー（フトモモ科）
爽やかなグリーンをイメージさせる清潔感

ローズウッド（クスノキ科）
バラのような香りを加味した華やかな気分

ホーリーフ（クスノキ科）
甘くフローラル、ウッディーで爽快感もある

フランキンセンス（カンラン科）
甘く深みのあるほんのりスパイシーな香り

［注意］エッセンシャルオイルには刺激の強いものもあります。
使用法や使用量を厳守し、妊娠中や乳児の使用にはとくに注意が必要です。詳しくは専門家にご相談ください。

金木犀そのものの
甘くて優しい香り。
優れた調香師が
丸一年かけて
仕上げた自信作。
原料は植物成分、
天然由来成分。

＊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。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） 4



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

5

グレートーンのスタイリッシュな外観。木調とモノトーンの温かく落ち着いた室内空間は

都内の狭小住宅にもかかわらず、機能的で悠 と々した開放感が漂い

見事に調和した装いに素敵な暮らしの風景がひろがる。

合理的な空間づくりと特出した素材感。
ラグジュアリーモダンの
温かく洗練された住まい。

東京都 T邸
L e i s u r e l y  &  C o m f o r t a b l e  t e x t u r e

シンプルでスタイリッシュなグレートーンのHAKO型の外観。 玄関から2階リビングの階段。
間接照明が効果的。

プライバシーに配慮されたゆとりのバルコニーはアウトドアリビングとしてもいろいろと活用できる。

2階全フロアに設置された蓄熱式温水床暖房で、冬も寒さ知らずの快適空間。左手はゆったりとしたアウトドアリビングに直結。
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■敷地面積／  86.18m2（26.06坪）
■延床面積／  86.34m2（26.11坪）
■1階面積／  42.79m2（12.94坪）
■2階面積／  43.55m2（13.17坪）
■構造／在来工法4.0寸柱
アーキペラーゴ

〈設計：坂下 兼三／IC：朝日美佳子〉

●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

スペースを最大限に
有効活用する工夫。

それまでのマンション住まいから、都心の一戸建て

へ。ポイントは法規制等の限られたスペースに、どの

ようにして快適な空間を実現するか、それが高機能

デザイン住宅ARCHIPELAGOに課せられたテーマ

だった。何よりもスペースの有効活用と開放感を演

出する工夫が不可欠。そこで建築家とインテリア

コーディネータの感性・アイデアを結集させて実現

に向けた住まいづくりが始まる。もちろん機能性・

快適性にしっかりと支えられたARCHIPELAGOな

らではの際立つデザインが最大の魅力である。

上質の素材感と
巧みな空間演出。

T邸の際立った特徴のひとつがその素材感。家具

やインテリアとの相性も抜群のウォームグレーの壁

面に、ウォールナットの深みのある表情の床面で、穏

やかで落ち着いた空間に仕上げられた。勾配天井、

出窓ベンチ、造作の手洗いコーナー、造作収納な

どインテリア性の高いしつらえに加え、素材・色調に

よる全体の調和も見事だ。窮屈さをまったく感じさ

せない、さまざまな工夫が活かされたゆとりのレイア

ウト。さらには採光・照明など光による巧みな演出に

より、立体感のある室内空間を創り出している。

開放感と調和が誘う
くつろぎの空間。

落ち着いたエントランスゾーンから2階へ階段を上

がると、ひろがりのあるリビングへ。大きく開かれた

窓と勾配天井の開放感。2階全面に施された蓄熱

式温水床暖房、優れた気密・断熱・遮熱性で、一年

を通して快適に過ごせる。そしてプライバシーにも

配慮された広いスカイリビングへと繋がっている。

さらに壁面を有効活用した造作収納のTVカウン

ターが段板も兼ね、ストリップ階段からロフト収納

へと続く――効率の良いくつろぎ感が素晴らしい。

S t a f f  V o i c e

当社のオーナー様からのご紹介で、始

まった今回の住まいづくり。都内の限ら

れた敷地のなかで、開放感のあるラグ

ジュアリーモダンの雰囲気に仕上げる

ためには、さまざまな工夫が必要でした。

完成した住まいにも、とてもご満足いた

だきました。ありがとうございました。

ロフト収納へ続くストリップ階段の段板も兼ねる
造作収納TVカウンターでスペースの有効活用。

限られたスペースながら、採光と照明効果で
落ち着いた雰囲気のサニタリースペース。

コロナ対策として、玄関脇にはモールテックスを
使った造作手洗いコーナーを設置。

勾配天井と巧みな照明効果で空間のひろがり、そしてストリップビームの階段が陰翳と変化を与えている。豊富な壁面収納でスッキリ片付け上手なキッチン。

キッチンのトップライトで、昼間は照明いらずの明るさ。 コンパクトに、機能的にまとめられたランドリー＆洗面コーナー。
ガス衣類乾燥機〈乾太くん〉も設置。

壁面のグレートーンとウォールナットの床、心地よい間接照明がベストマッチ。

河合　祐助
Kawai Yusuke
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本格的に料理の世界へと踏み出すきっか

けへとつながった。こうして憧れのフランスで

働きたいという想いを、食の世界で実現させ

るために27歳で渡仏。パリ郊外のレストラン

で修行の日々 が始まる。そこでキノコに興味

を抱き、翌年シャンパーニュのレストランでは

秋のジビエとともにキノコの下処理も任され、

初めて目にする豊富なキノコと、その食材と

しての魅力にすっかり心奪われてしまう。元来

の食いしん坊で好奇心旺盛、そして料理人

としての探究心はその出会いによって、より

深く広がってゆく。5年にわたりフランス各地

のレストランで腕を磨いて帰国。日本にもさま

ざまな種類のキノコあることを知ると、そんな

地物の天然キノコを料理に活かしてみたいと

いう料理人としての思いはいっそう強くなる。

キノコの知識を深めるとともに、情報収集をし

ながらキノコを求めて山に通うようになる。

それと同時に天然のキノコを一年を通して

提供できる自らの理想とするレストランの立ち

上げに思いを巡らせ、以前から縁のあった

恵比寿の地で、その思いがようやく実を結ぶ。

1993年に、フレンチ＆ワイン＆シャンピニョン

〈マッシュルーム〉がオープン。山岡さんの手

がける料理に魅せられて足繁く通う食通や

キノコ好きも多い。厳選された海・山・里の幸

とともに、ワインやデザートも充実。ぜひ季節

を感じながら、ゆっくりと味わってみたい。

　ここ数年は自由な行動も制限されたが、

休日にはキノコを探しながら山を歩くのが何よ

りの楽しみ。これまでの人生を振り返ると寄り

道の連続だったという山岡さん。キノコ探しも

また自然の中の楽しい寄り道。山で出会うキ

ノコは木や森、自然のさまざまなことを知るきっ

かけであり、生態系や自然環境とも密接につ

ながって、植物や菌類、人間以外の動物た

ちが絶妙のバランスを保っていることを教え

てくれる。そんな美しさと不思議に満ちた掛

け替えのない山で充実の時間を過ごし、採

れたキノコを大事に抱えて街へと戻る。そう

して山に出掛けることで、また都会の良さも

再認識できるという。世界各国のおいしい料

理を食べ歩いたり、音楽ライブに出掛けたり、

都会でしか味わえない寄り道もまた楽しい。
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天然のキノコに導かれて

独創的に深化したフランス料理の世界――。

●調理前のポルチーニ。 ●8種類のキノコのソテー（種類・品数は時期で変わる）
　ハナビラタケ・ササクレヒトヨタケ・タマゴタケ・ピエブルー・
　ジロール・ゴールデンマイタケ・ヤナギマツタケ・カルドンチェッロ

●オオモミタケとサザエのポアレ  ラヴィゴットソース ●山岡プティ&モモ。キノコ採りにも参加はするが、
　残念ながらトリュフ犬にはなれなかった…?!

　前菜、スープ、そしてメインディッシュのソー

スなど料理の名脇役にして、時として主役と

しても意外な魅力を披露してくれる秋を代表

する味覚・キノコ。香り・味わい・食感そのす

べてにおいて優れた食材として、料理人の

創造力を掻き立てる。そんな個性豊かな天

然キノコの魅力を最大限に引き出し、その奥

深さを独創的な料理で表現し続けている

〈恵比寿マッシュルーム〉のオーナーシェフ

山岡昌治さん。国内外からさまざまなキノコ

を取り寄せ、休日には自らもキノコを求めて山

に分け入る料理界屈指のキノコのオーソリ

ティーとしても知られている。

　ファッション業界に職を得て、一時はインテ

リアの世界を目指していたこともある山岡さ

ん。ところが専門学校に通う傍らアルバイト

で始めた飲食の仕事がすっかり忙しくなり、

学校もつい休みがちになってしまう。そんな

折、バイクでアルバイト先からの帰宅途中に

車に追突されるという事故に遭い、半年間

の入院を余儀なくされた。結果的にはそれ

が将来のことを真剣に考える時間となって、

　

山岡 昌治さんマッシュルーム（東京・恵比寿）
オーナーシェフ

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。
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1956年、愛媛県松山市生まれ。
〈恵比寿マッシュルーム〉のオーナーシェフ。
23歳で料理の世界に入り、27歳で渡仏。
老舗〈トゥール・ダルジャン〉など数々の名店で約５年修業。
料理界屈指のキノコのオーソリティーとしても知られている。
一年を通して旬の野生キノコ・希少キノコを使った料理をはじめ、
素材を知り尽くし、その魅力が最大限に引き出された
フレンチの枠を超えた独創的な料理の数々。
ワインは80種類を取り揃え、デザートも充実している。

■オフィシャルサイト→
https://www.mush.jp/

山岡 昌治 Shoji Yamaoka

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

O
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BOOKフランス伝統料理と地方菓子の事典＊Yukiko Omori

フランスの各地方における伝統料理と郷土菓子

の特徴や作り方、さらにその背景となる歴史、食

文化、食材、ワインやチーズの知識などが、この

1冊に網羅され、実用性と資料性の高い、そして見

ても読んでも楽しい、これまでにない料理辞典。

著者はフランス料理・菓子研究家の大森由紀子

さん。山岡シェフの奥さまでもある。

フランス伝統料理と地方菓子の事典
●大森 由紀子〈著〉　

●誠文堂新光社・2021年　

Movie
チェーホフの「小犬を連れた貴婦人」等、3つの

短編小説をベースに作られた、ロシア人の人妻に

恋をしたイタリア男の悲喜劇を描いた作品。

映画｢ひまわり｣とともに、晩年のマストロヤンニの

卓越した演技が素晴らしい。フランシス・レイの音

楽、衣装や映像の美しさが、魅力をさらに高めて

いる。1987年「第40回」カンヌ国際映画祭男優

賞受賞。山岡さんがフランス修行中に現地の映画

館で観た印象に残る作品。

黒い瞳
●監督：ニキータ・ミハルコフ

●キャスト：マルチェロ・マストロヤンニ、エレナ・ソフォーノワ、

　シルバーナ・マンガーノ　ほか

●1987年・イタリア・113分

　最近はスーパーでもいろいろな種類のキノ

コを見かけるようになった。キノコには独自の

旨味成分とともに、野菜や肉・魚など他の食

材との相性も抜群。食材の相乗効果も引き

出してくれる、まさに魅力的な食材だ。味わ

いに奥深さや変化を与えてくれるキノコを、

もっといろいろな料理に利用してほしい、とい

うことで、キノコ料理を美味しく仕上げる秘訣

をお聞きした。洗ったキノコは余分な水分を

取り除いて、必要最小限の油で、内部の水

分を飛ばしながら、キノコ同士が重ならないよ

う片面づつ丁寧に火を通す。ベタつかずに

食感も美味しく仕上げるコツだそうだ。本格

的な天然キノコのソテー※は、ぜひ一度お店

で味わっていただきたい。（　　　　　）

　魅力的な食材キノコとの出会いに始まり、

料理を求めて訪れる多くの人々やスタッフ

にも支えられ、まもなくオープン30年を迎える

〈マッシュルーム〉。味わい深いキノコを食の

世界から探求し続ける山岡さん。これからも

独創的な料理を通して、そのキノコワールド

をさらにひろげてくれることだろう。

Oci Ciornie＊Nikita Mikhalkov

今回は、山岡昌治さんにセレクトしていただきました。

MUSIC Isa＊Zaz

2019年秋に日本を含む全16ヶ国でのインター

ナショナル・ツアーを完遂。世界400万枚以上

のアルバム・セールスを記録し、世界的に活躍す

るフランス人シンガーZAZ。ロックダウン中に制作

され、2021年リリースの5枚目となるスタジオアル

バム〈Isa〉。「もっとスウィートな世界になれば…」

という思いを込めて、愛する人たち、そして想いを

共有してくれる人たちに贈るメッセージ…。

来日の際は山岡さんもライブを楽しんだ。

Isa・Zaz〈イザ/ザーズ〉●ワーナーミュージック・ジャパン   2021年

■マッシュルーム
　東京都渋谷区恵比寿西1－16－3 ゼネラルビル恵比寿西  中2F
　TEL：03-5489-1346
　◎営業時間：ランチ12:00～15:00（LO14:30）、
　　　　　　　ディナー18.00～22：30（LOコース19:30/アラカルト20：00）
　◎定 休 日：月曜日ほか不定休

　◎アクセス：東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」より徒歩3分
　　　　　　　ＪＲ山手線・埼京線「恵比寿駅」西口徒歩4分
　　　　　　　東急東横線「代官山駅」より徒歩６分
　※最新情報はHP等でご確認ください。　

※キノコソテーの作り方は
　3ページを参照ください
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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、代表取締役社長 田中　伸和さん

喜びと満足を実感していただけるような、理想の住

まいづくりの実現を目指す。　

　酒を介した人との語らいが人生の貴重な時間

だという田中さん。なにげない雑談の中から得られ

ることも多い。人との距離感や向き合い方もいろい

ろと考えさせられる昨今。だからこそ人と共有でき

る時間をこれまで以上に大事にしたいという。人と

のさまざまな関わりがあったらこそ、今の自分自身も

活かされているという実感から、いつも感謝の気持

ちを持って人と接していきたい――。住まいにおい

ても、家族の思いを大切に、風通しの良い、住まう

ほどに愛着を育み、家族の幸せにつながる――そ

んな暮らしの風景を思い描いている。

　人生にとって大切な家。家族それぞれの暮らし

を刻みながら、思い出も深めてゆく――。安全・安

心で優れた住宅性能、デザイン、施工品質、そして

自由度や柔軟対応など、これまでに多くの有り難い

評価をいただいておりますが、それに甘んじること

なくさらなる技術・品質・サービスの向上はもちんろ

ん、ジューテックホームに任せて良かったと言われ

るように、先頭に立って最善を尽くしたいと、理想の

住まいづくりに邁進する田中さん。今後とも末永い

お付き合いを、どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール
●趣　味：食べ歩き、ゴルフ
●好きなもの：お酒、うなぎ
●仕事のモットー：
　感謝の気持ちを大切に
　喜びと満足を実感していただける住まいを
　お届けしたい。

●進捗状況を確認する田中さん。 ●神田にある中国料理の老舗〈雲林〉。
　ここのフカヒレは非常に美味しく、とくにおすすめ。

●大切な家族、6歳のトイプードルの「チョコ」。
　日頃の疲れを癒してくれる存在。

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ ドリームケーキ（ドロームケイ）56

ココナッツがまだ高級品だった頃、それをキャラメルリゼしてトッピング

されたケーキは、まさに夢のようなお菓子だったのでしょうね。

今ではデンマークのカフェの定番メニューとして知られています。

作り方

材  料

・薄力粉
・てんさい糖
・牛乳
・卵
・溶かし無塩バター
・ベーキングパウダー
・塩
・バニラエッセンス

60g
40g
40g
1個
15g

小1/2
ひとつまみ

少々

スタッフ通信

2022
Autumn

今年6月にジューテックホームの代表取締役に就任

した田中 伸和社長。これまでは株式会社ジュー

テックの取締役として、BtoB取引で多くの業績を積

み上げてきた。住まいづくりを資材面から支える建

築資材のスペシャリストとして、その豊富な経験を

これからは住まいづくりに活かすべく新たな気持ち

で臨む。お客さまそれぞれの人生の〈夢〉を〈理想

のカタチ〉でお渡しすることがハウスメーカーの大切

な役割。そんなお客さまの住まいづくりに携わる

ワクワクした思いと同時に、その責任も痛感すると

いう田中さん。社内的にはコミュニケーション能力を

活かし、職人やスタッフをまとめて、業務のスムーズ

な進行をサポートする。仕事のモットーは感謝の気

持ち大切に、丁寧・適切な対応。そしてお客さまに

　

Tanaka       Nobukazu

 ＊お菓子教室roco

〈トッピング〉
・ココナッツファイン
・黒糖
・無塩バター
・牛乳
・塩

50g
30g
30g
大2

ひとつまみ

❶卵にてんさい糖・塩を加えてしっかりと泡立てる。薄力粉とベーキングパウ
　ダーを合わせて振るっておく。

❷溶かしバターに牛乳を加えて混ぜ。、さらに粉類を加えてさっくりと混ぜる

❸クッキングシートを敷いた型に②を流し入れ、200℃のオーブンで約20分焼く。

❹〈トッピング〉を作る。小鍋に全部の材料を入れ、火にかけて溶かし混ぜる。

❺ケーキが焼き上がったら取り出し、④を全面に広げて220℃のオーブンで
　再度約7～8焼く。串を刺しても生地がつかなかったら、オーブンから出し、
　型のまま冷ます。粗熱がとれたら型から外し、網の上で冷ます。

15cm丸型

/

卵1個で気軽につくれます。ココナッツに焦げ色がつくくらい焼くのがポイント！



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

住まいと同じように、家具にも愛着をもって一生付き合っていきたいもの

です。そこで今回おすすめしたいのが高品質の家具づくりで知られている

〈カリモク家具〉です。木を大切にした、身体にも環境にもやさしい、安心して

永く使い続けられる――生活を豊かに彩ってくれる上質の家具。北欧、ミッド

センチュリー、和モダン、レトロモダン、オリエンタルなど、あらゆるスタイル

の空間に馴染む懐の広さと、時代を経ても色褪せることのない普遍性。

そんな魅力あふれる家具をぜひ暮らしに取り入れてみませんか。

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。 2022A

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→B（冬の寒さと夏の猛暑）
美しく色付くための条件は…日差し＋昼と夜の温度差＋適度な湿度-＝美しい紅葉。
最低気温が8℃を下回るようになると紅葉が進むと言われています。

Q2 正解→A
金木犀はヒイラギと同じモクセイ科の仲間です。 Q3 正解→C（グアニル酸）

かつお節のうま味成分＝イノシン酸、昆布のうま味成分＝グルタミン酸
生のシイタケにはあまり含まれていませんが、干すことでうま味も凝縮されます。

4ページ
クイズの解答

猛暑に大雨と不安定な夏が続きましたが、風も心地良

いこれからの季節は、五感で秋を満喫したいものです。

お出掛けの際には、ぜひモデルハウスにもお立ち寄りく

ださい。住まいの最新情報やリフォームなどのお得な情

報もご用意して、皆さまのお越しをお待ちしております。

WELL REFORM PRESENTS

家具選びは、まず部屋の雰囲気やスタイルを意識した
配色や素材感が大切。そして最初に室内のベースカ
ラー（壁・天井・床）を考慮して家具選びをしましょう。
さらに家具同士の相性、インテリアとのバランス、照明
など部屋全体もイメージしてください。迷ったときは、
お気軽にカリモク家具の新横浜ショールームへ。プロ
のスタッフが家具選びをお手伝いをしてくれます。

カリモク家具タイアップキャンペーン！
対象地域／東京・神奈川  ※その他の地域はお尋ねください。

ワンポイント
アドバイス！

心地よい秋の風に吹かれて…
〈ジューテックホーム施工例〉

カリモク家具の
魅力！

編集後記

良質で
高品質

良質な素材と高度な技術。
安全で快適、

取り替えを考慮した設計。

身体に
やさしい

Ｆ☆☆☆☆採用の材料・塗料で、
シックハウス対策も万全。

環境に
やさしい
リサイクル・リユース、

CO2削減など、環境に配慮した
多彩な取り組み。

3年保証
修理対応

永く安心して
ご使用ただくための保証制度

と修理対応（有料）

安心設計
地震対策

地震に配慮した
安全性の高い安心設計。

新横浜ショールーム↑

良いものをずっと使い続けたい

〈カリモク家具〉の魅力！

心地よい秋の風に吹かれて…
〈ジューテックホーム施工例〉
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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。

心地良い香りとともに、インテリアとしても素敵な
Botanicfolkのインテリアディフューザー（NO.4 
MAGNIFIQUE）を5名様にプレゼント！
●インテリアディフューザー 200ml
　（ディフューザー瓶１本、
　木製スティック1本、ファイバーリードスティック3本）

■応募締切2022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。

※プレゼントは、インテリアディフューザーのみです。
　また、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
https://www.jutec-home.jp/

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

北欧デザインのパイオニア、フィンランドのライフスタイルブランド、

イッタラの創立140周年を記念する展覧会。ヘルシンキのフィンランド・

デザイン・ミュージアムで2021年に開催された企画展を基に構成す

る本展は、アイノとアルヴァのアアルト夫妻やカイ・フランク、オイバ・

トイッカなどフィンランドを代表するデザイナーたちによる革新性に富

むガラスや磁器のテーブルウェアやオブジェ、資料を通して、イッタラ

のアートの創造性、歴史や美学に迫ります。

イッタラ展　フィンランドガラスのきらめき

2022.9.17［土］～11.10［木］
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）
　※金・土の夜間開館につきましては、状況により変更になる可能性もございます。

●休館日／9/27（火）

●入館料／（当日・消費税込）
　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、ご本人様とお付き添いの方1名様は半額となります。
　　（一般850円、大学・高校生500円、中学・小学生350円）当日窓口にてご購入ください。
　※未就学児は入館無料。

●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／050-5541-8600（ハローダイヤル）
　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。
　また、新型コロナウイルス感染症対策のため、入場制限や
　入場日時予約が必要となる場合がございます。
　※ご来場の際には、公式サイトにて最新情報をご確認ください→

●https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/22_iittala/

【こどもみらい住宅支援事業】を活用して
 おトクにリフォームしませんか。

【こどもみらい住宅支援事業】を活用して
 おトクにリフォームしませんか。
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、

子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住

宅の取得や住宅の省エネ改修等に対する補助により、住宅取得の負

担軽減とともに、省エネ性能の向上を推進。注文住宅で最大100万円、

リフォームで最大45万円が補助されます。おトクなこの機会に、ぜひ

リフォームをおすすめします。
※期限は2023年3月末まで（契約・着工・補助金の申請が必要です）

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

事業の予算額に達した場合は早期に終了の場合もあります。
できるだけ早めにお申し込みください。
申請は「こどもみらい住宅事業者」ジューテックホームが代行いたします。

●子育て対応改修（掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗機など）

●耐震改修
●バリアフリー改修
　（手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、ホームエレベーターの新設、
　 衝撃緩和畳の設置など）

●空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
●リフォーム瑕疵保険等への加入

●窓やドアの断熱改修
●外壁、屋根、天井、床の断熱改修
●エコ住宅設備の導入（太陽熱利用システム、節水トイレなど）

↓上記と同時に行う場合のみ補助の対象↓

最大で

45万円
補助！

いずれか
必須

広告イメージ、1953年
GDesign Museum Finland, Photo: Pietinen
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