
feature特集

4%.s[$快適生活情報誌

       Information
ひろげたい―。
快適な住まいの輪！
ジューテックホームのご紹介制度

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和
ナチュラルなくつろぎ空間と
秀逸な家具に抱かれた
ガーデンスタイルの住まい。
Splendid furniture & Relaxing space 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○ ターテリカック57

スタッフ通信i2023 Winter
Staff Hot news

第59話 安藤 竜二さんハチ蜜の森キャンドル
代表

WINTER-2023 Vol.65

       Exhibition
レオポルド美術館　エゴン・シーレ展　
ウィーンが生んだ若き天才

フィーカの小箱M

OV
IE

M
US
IC

B

OOK

Coler your life - culture BOX

美しく・心地よく・快適な…

暮らしのヒント！
新発想の給湯器誕生！
ウルトラファインバブル給湯器！

くつろぎの炎と暮らす！
Candle+Indoor  Fire  Pi ts

キャンドル×ファイア・ピット
蜜ろうでつくる・蜜ろうをつかう・蜜ろうを味わう
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Whitesage soy candle 
ソイキャンドル（ホワイトセージ）

●φ75×H80mm・320g［約30～35時間］ 
●成分：大豆ワックス・コットン芯・
　　　　ホワイトセージ精油・ホワイトセージ葉

LUCASルカス（日本）

¥4,950

オーガニックホワイトセージ

リーフのソイキャンドル。
ホワイトセージ協会（WSA）認定、
MUKU認証。

一人あたりのキャンドル消費量が

世界一のフィンランド。

厳選した素材を使った

ビーガンキャンドルは植物性素地、

芯にはフィンランド産の

アスペン（ポプラ）を使用。

NAMA CANDLE
（日本）

ありのまま

　＋

新鮮

つくり立てを

楽しむ。

キャンドル新習慣。

キャンドルを灯すと、

こころにも灯がともる－―。

部屋をちょっと暗くして

やさしいキャンドルのあかりで

ゆったりと夜の時間を過ごしませんか。

コ・コ・ロ…やすらぐ

キャンドルの灯。

古代エジプトやギリシャ、中国など文明の発達と

ともに広まっていったキャンドル。そのルーツは

蜜ろうだといわれています。日本には仏教伝来

とともに伝わり、遣唐使の廃止によって、松脂に

よる国内のろうそくの製造が始まったとされてい

ます。その後、ハゼやうるしを原料にした和ろう

そくがつくられるようになりますが、一部の人々

だけの貴重品でした。一般家庭での使用は江

戸後期から明治にかけてピークを迎え、その後

電気の普及とともに減少しますが、現在はイン

テリアとしての魅力から再び注目されています。

くつろぎの炎と暮らす！
C a n d l e + I n d o o r  F i r e  P i t s

揺らぎの炎を眺めているとココロが落ち着いて、穏やかな気分になります。

炎には人工的な光にはない独特の表情と暖かみがあり、太古の昔より暗闇に潜む危険から

人 を々守り続けてきました。そんな炎の存在に、私たちは安心感を抱くのかもしれません。

炎を遠ざけてきた現代の住まいに、再び魅力あるインテリアとして取り戻してみませんか。
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キャンドル×ファイア・ピット
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キャンドルの歴史

キャンドルの原料は、蜜ろう、植物、動物、石油

など、多種多様なものが利用されています。

●蜜ろう（ミツバチの巣）

［植物系］●ソイワックス（大豆油）

　　　　●パームワックス（ヤシの葉）

　　　　●ライスワックス（米油）

　　　　●和ろうそく（ハゼ・うるしなど）

［動物系］●鯨脂 ●牛脂

［石油系］●パラフィン

キャンドルの原料

長時間火を灯すキャンドルは、使用の際の安全

への配慮が不可欠です。

●カーテンやファブリックなど燃えやすいものを

上部や周囲には置かない。

●灯している間は、服の袖などにも注意。

●必ず安定感のあるベース・燭台を使用。

●風が吹く場所での使用は避ける。

●浴室などの密閉空間では換気にも注意。

●とくに寝室などでは、灯したままにしない。

●炎のそばでは、お子さんが騒がないように

　注意を促す。

安全に使うために

炎でキャンドルが気化すると、無意識にその空

気を吸い込むことになります。なかには燃焼した

際に有害物質を発生させるものもあり、市販の

ものの一部からは、トルエン、ベンゼン、ダイオ

キシン、ベンゾピレン、ホルムアルデヒド、カドミ

ウム、鉛・亜鉛等、微量ながら有害物質も検出

されています。癒しのキャンドルが部屋を汚して

しまう恐れもあり、とくに喘息やアレルギーの方

は注意が必要です。安全なキャンドルを選ぶた

めには、キャンドル素地だけでなく、芯材・着色

料・合成香料などのすべての成分を確かめた上

で購入してください。

自然の素材でつくられたものであれば、時間の

経過とともに、やはり劣化は避けられません。直

射日光・ほこりを避け、褪色などの変質しない

冷暗所で保管。できるだけ長期間保存はせずに、

早めに使い切るのがおすすめです。そして何よ

り信頼のおけるお店で購入しましょう。

保管方法

Veggie Candle ベジキャンドル 
Biofilia・Spruce resin・Smoke sauna
●φ85×H95mm・260ml ［約40時間］
●成分：［ビオフィリア］菜種ワックス・大豆ワックス・
　精油（バーチ・ペパーミント・レモン・ユーカリ・シベリアモミ）
　［スプルースレジン］菜種ワックス・大豆ワックス・トウヒ樹脂
　［スモークサウナ］菜種ワックス・大豆ワックス・松ヤニ
　精油（ファーニードル・ジュニパー・ラベンダー・ユーカリ）
●材質：ガラス（ボトル）・パイン材（蓋）・ポプラ（ウィック）

各¥4,950

Wood wick 
Trimmer 
キャンドル火消し 
      ●W60×L190mm 
      ●ステンレススチール

¥2,860

Herbal candle Geranium 
ハーバルキャンドル 
●φ76×H85mm・320g［約30時間］ 
●成分：パームワックス、天然精油・ゼラニウム
（他、マンダリン・ローズマリー・ペパーミント・ラベンダー全4種類）

MARKS & WEB
マークス ウェブ（日本）

Scented candle 
St.Pauls・1917・Beratan・Deep forest・Komorebi
オーガニックアロマキャンドル（全5種）
●φ50×H75mm・60g［約20時間］¥5,940
　φ70×H90mm・170g［約42時間］¥9,240
●成分：オーガニック精油（パイン・ペパーミント・ライム）
　　　　 ※種類によって精油の成分は異なります。
●材質：ガラス・木（蓋）

FRAMA
フラマ（デンマーク）

各¥2,200

Aromatic candle 
Oriental Essence 
アロマティックキャンドル オリエンタルエッセンス 
●φ76×H85mm・190g［約28時間］ 
●成分：パーム核油・パーム油・コットン芯・
　　　 精油（レモングラス・プルット果皮）

NAMA CANDLE プレミアム ［約36時間］
●成分：大豆ワックス（イギリス）150g・ラベンダー（フランス）・
●材質：生キャンドルコンテイナー（選択）・生キャンドルカップ・
　ウィック・座金・ウィックホルダー

THANNタン（タイ）

各¥3,960

セットで¥4,850

Pine forest Aroma candle 
パインフォレスト（北欧の森シリーズ）
●φ65×H80mm・160ml・350g ［約30時間］
●材質：リサイクルガラス・コットン芯
●成分：大豆ワックス・
　　　 精油（シベリアモミ・杉の葉）

Torplykta
　　　　　　　　トープリュクタン（スウェーデン）

各¥4,950

キャンドルは用途や使用する場所・目的などに

よりカタチも多彩です。

●テーパーキャンドル

　テーブルコーディネートやフラワーアレンジ等

　で催事に欠かせない、定番のキャンドル

●ピラーキャンドル（ラウンド）

　オーソドックスな円柱型のキャンドル。食卓や

　リビングで幅広く活躍。

●スクエアキャンドル

　安定感のある四角型。他に定番の形としては  

  〈コーン・ボール・スパイラル〉など。

●コンテナーキャンドル（グラスキャンドル）

　あらかじめグラス・陶磁器・スチール缶など

　の容器に入れられ気軽に使える。

●モチーフキャンドル

　ハート・星・花・動物・食べ物など、個性的で

　表情豊かな形状。

●ティーライト

　燃焼時間が4時間ほどのミニキャンドル。お気

　に入りのキャンドルホルダーに入れて、好きな

　場所で灯したい。

ほかに祈りのためのボーティブキャンドル。水に

浮かべて使用するフローティングキャンドルなど

目的別にさまざまな種類があります

キャンドルの形状

タイ発のナチュラルスキンケアブランド。

柑橘とスパイスのオリエンタルな香り。

暮らしに寄り添い

気軽に使える

デイリープロダクト。

自然派の良質素材。

スウェーデンの四季・豊かな自然から

インスピレーションを受けて再現された

清 し々い森の香り。

インテリアや家具・

テーブルウェア…

そしてアポセカリー。

上質の暮らしと

良質のアロマ。

キャンドルの安全性

HETKINENヘトキネン（フィンランド）

大豆

大豆

パーム

パーム

植物

大豆

大豆
菜種



ハニカムシートをつくりたいキャンドルの大きさ、形に合わせて切りとる。気温が低い時期はシート

が硬くなるので、巻く直前に体温やドライヤーなどで温めると粘着性が高まって巻きやすくなる。

ろう引きされた芯を巻き始めのシートの端にそって置き1,5cmくらいをのこして切る。シートに挟

むように固定して、最初のひと巻きはシートと芯を密着させるようにしっかり巻く。後はくるくる巻

いてゆく。途中で固くなってきたら、温めながら作業を行う。

＊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）

Alvar Aalto Candleholder
Clear・Grey・Linen・Seville orange�・Recycled・Cranberry
アルヴァ・アアルト コレクション キャンドルホルダー
●φ90×H60mm  ●材質：無鉛ガラス
クリア・グレー・リネン・セビリアオレンジ・クランベリー・リサイクルの6種

¥3,850～

Design with Light Lantern
デザイン ウィズ ライト ランタン
●Sφ105×H160mm・250g  　¥8,250～
　Mφ150×H245mm・500g ¥11,000～
　Lφ165×H285mm・630g ¥14,300～
●材質：ガラス（マウスブロー）・ハンドル・牛革

iittala
（フィンランド）

Holmegaard
（デンマーク）

丸く柔らかなフォルム、

美しいタイムレスのデザイン。

キャンドルの光の表情を

空間に描き出す。

インドアもアウトドアでも

キャンドの灯を

やさしく包み込む

ガラスのオブジェ。

Gravity Candle Lantan
グラビティ キャンドルランタン
●φ80×H130mm・600g
●材質：ガラス・ステンレススチール
　※専用のハンガーで上から吊るすことも可能。　

Höfats（ドイツ）

重力で常にキャンドルが

垂直に。点火・消火も

かんたん。屋内外対応。

¥11,000

Candle Lantan
ビラコレクション キャンドルランタン
●W100×D100×H260mm・670g
●材質：ガラス・ステンレススチール
　　　（シルバー・チタン）

Villa Collection 
Danmark

（デンマーク）

機能性に優れ

持ち運びに便利な

レトロデザイン。

ガラス面のお手入れも

カンタン。

¥6,930

蜜ろうキャンドル（単品） 
●こだまφ47×H55mm［約7時間］¥880
　カヌレ（中）φ40×H45mm［約7時間］¥880
　ハニカムスケップ（小）φ45×H50mm［約3時間］¥825
　たまご（Ｍ）φ40×H60mm［約8時間］¥880
●成分：蜜ろう100％・灯芯

国産の良質な蜜ろう100％の

可愛いキャンドルセット。

あたたかい灯りは

蜜ろうならではの魅力。

ハチ蜜の森キャンドル
（日本）

¥3,410ギフト箱入100×70×140mm
蜜ろうキャンドル4種ギフトS 

ラップ

ハンドクリーム
＆

リップクリーム

［材料・道具］

●ハニカムシート

●キャンドルの芯

●カッターナイフ・ハサミ・

　ドライヤーなど

キャンドル以外にも日常のさまざまなものに利用されている蜜ろう。

撥水性・防腐性・保湿性・劣化防止などの優れた特徴を活かし、その製品は多岐にわたります。

●クリームなどのスキンケア・口紅などの化粧品　●カヌレ・ガム・キャラメルなどの食品や健康食品

●クレヨン・粘土などの知育用品　●楽器のメンテナンス・調律

●皮製品のケア・メンテナンス　●家具・木製品のメンテナンス・つや出し

●住宅のフローリングワックス　●スポーツ用品のメンテナンス

●軟膏基剤・薬のカプセル・錠剤の糖衣・整形外科のケアなど

Beeswax candle & 
Handmade with beeswax

蜜ろうのハニカムシートを使って

とてもカンタンにできる

手づくりキャンドル。

お子さまと一緒にキャンドル

づくりを楽しみませんか。

家具やフローリングなどの木部や

革製品の保護やツヤ出しなど

住まいのさまざまなお手入れに

活躍してくれる蜜ろう。

また植物オイルとブレンドした

蜜ろうワックスもいろいろと

出回っています。

住まいのメンテナンスにも

ぜひ役立ててください。

［材料・道具］

●蜜ろうチップ　●松脂（パウダー状）

●布地（ハギレで可）　●アイロン

●新聞紙　●クッキングシート2枚

今話題の繰り返し使える蜜ろうラップ

お気に入りの柄でエコも楽しみましょう！

［材料・道具］

●蜜ろう ●キャリアオイル ●精油

●湯煎容器  ●撹拌用スティック

●仕上がり用容器

蜜ろうは保湿性に優れ、低刺激。

乾燥時期のスキンケアに大活躍。

肌荒れでお悩みの方は

ぜひ試してみてください。

蜜ろうとオイルを湯煎する。湯煎を外し、粗熱

が取れたらお好みで精油（仕上がり全体10g

に対し1滴の目安）を加えてよく混ぜ、固まる

前に素早く容器に移す。
※必ず食品用の蜜ろうを使用してください。
※保存料は無添加なので、1～2ヶ月で使い切りましょう。

［分量の目安］

ハンドクリーム［蜜ろう１：ホホバオイル5］

リップクリーム［蜜ろう１：ココナッツオイル3］

キャンドル

カヌレ

アロマワックス
サシェ

植物オイル（エゴマ油・亜麻仁油・

菜種油など）を混ぜて塗りやすい

クリーム状にした住まいの万能ク

リームがおすすめ。ハンドクリー

ムの比率を参考にして、使いやす

い粘度に調整してください。

お手入れ

新聞紙の上に大きめにカットしたクッキング

シートと布地を置く。その上に蜜ろうと松脂

を均等に散らし、もう一枚のクッキングシート

で覆う。シートの上からアイロン（弱）をかけ、

溶けてきたら全体に行き渡るように伸ばす。

クッキングシートを剥がして、完全に乾かす。

［分量の目安　蜜ろう4：松脂1］
 20×20cmの布で（蜜ろう8g・松脂2g）

［材料・道具］

●蜜ろう  ●シリコン型  ●好みの精油

●ドライフラワー・スパイス

●リボン  ●湯煎する容器・割箸など

ドライフラワーやスパイスで彩られたサシェ。

可愛い香りのインテリア小物として人気です。

クローゼットやベッドサイドに置いて

香りを楽しみましょう。

まずは花材・スパイスなどの全体の配置をイ

メージする。蜜ろうを湯煎して混ぜながら溶

かし、溶けたら外して、好みの量のアロマオイ

ルを加えて混ぜる。型に注ぎ入れて、表面に

薄く膜が張ってきたら、ドライフラワーを上に

静かにのせてゆく。固ったら型からはずして、

リボンを通して完成

カヌレはフランス語で『溝の付いた』という意味で、

フランス・ボルドー地方の修道院でつくられていた

  伝統菓子。濁りのないワインをつくる過程で澱を

　  取り除くために、卵白が使われています。

　　そこで大量に残った卵黄の利用法として生

　　まれたのがカヌレです。現在では型を抜きや

　　すくするためにバターと蜂蜜で代用するの

　　が一般的ですが、蜜ろうを溶かして塗るの

　　が本来のつくり方です。

蜜ろう



こころおどる炎－―。

そして部屋で楽しむ贅沢。

火が空間に描き出す

炎の絵模様を眺めながら

過ぎゆく夜を楽しみましょう。

Fire
 Pit

s コ・コ・ロ…おどる

暖炉の揺らめく炎。

人は豊かな暮らしとともに次第に火を遠ざけるよ

うになりました。しかし、アウトドアの人気ととも

に、キャンプで焚火をする機会も増え、火の魅力

をあらためて感じた人も多いのではないでしょ

うか。今まで以上に家で過ごす時間を大切にし

たいという思いとともに、火の魅力を家の中で

味わえるバイオエタノール暖炉の人気にもつな

がっています。テーブルの上でキャンドル感覚で

灯すものから、床に設置するタイプ、壁掛けタイ

プやビルトインタイプまで、大きさや設置方法、

価格帯もさまざま。部屋のスペースや雰囲気に

合わせてセレクトできるのも魅力です。バイオエタ

ノールは液体燃料なので、狭い戸建スペースや

マンションでも設置・保管はカンタン。リフォーム

の際にビルトインで設置する人も増えています。

さらに屋外仕様のタイプをバルコニーやテラス、

ウッドデッキで活用することでアウトドアライフの

楽しみも広げてくれます。暮らしや使い方を考慮

して住まいに上手に取り入れましょう。

エタノール暖炉
●炎のゆらぎで非日常を楽しむ

●煙・煤・有害物質を排出しない

●煙突・大規模な設置工事は不要

●メンテナンス・お手入れも簡単

●薪暖炉に比べてイニシャルコストもランニング
　コストも低く抑えられる

●造作やインテリアでオリジナル仕様に。

●リノベーションの際に、ビルトインで設置すれ
　ばトータルコストを抑えられる

●薪と較べて燃料の保管は省スペースで。

※バイオエタノール暖炉のランニングコストは、
　薪暖炉の1/5～1/4。メンテナンスは基本0円。

※据え置き大型タイプはある程度の暖房能力が
　期待できますが、基本は床暖房やエアコンとの
　の併用がおすすめです。　

炎を楽しむ

Fire Place 
ファイヤープレイス（卓上暖炉）
●W350×D250×H85mm・320g［約30～35時間］ 
●材質：18-10ステンレス 本体（シリンダー×2・ベース）・
　芯×2（予備）・オイル200ml

Carl Mertens
カールメルテンス（ドイツ）

¥55,000 

テーブルに炎を描く、

アーティスティックな卓上暖炉。

muenkel design
ミュンケルデザイン（ドイツ）

軽量で耐久性に優れた

屋外仕様の暖炉。

100％リサイクル可能。

Ebios-fir ELIPS Z
エビオスファイヤー エリプスZ
●W960×D240×H530mm・44.5kg［約5時間］ 
●材質：スチール・ステンレススチール・ガラス

SPARTHERM
スパートヘルム（ドイツ）

¥369,000

斬新でスタイリッシュなデザインは〈PLUS Xアワード〉

高品質デザイン部門で年間最優秀製品賞受賞。

VAGOS
ヴァゴス
●φ430×H410mm・8kg［約7時間］ 
●材質：ガラス・コンクリート・ガラスシリンダー（オプション）

¥56,900

Spin Tabletop Fireplace
スピン テーブルトップランタン
●〈Spin90〉φ90×H405mm（ベースφ190mm）・2.6kg
　　　　　  　　　　　　　　　　　　¥26,400
●〈Spin120〉φ120×H540mm（ベースφ230mm）・4.1kg
　　　　　  　　　　　　　　　　　　¥39,600
●材質：ガラス・ステンレススチール［約1.5時間］

ガラスシリンダーに

渦を巻いて

立ち上がる炎。

視覚的に楽しい

炎のトルネード。

Fire Pit STIX 
ファイヤープレイス
●W557×D556×H780mm・14kg 
●材質：ステンレスほか
　［約7～18時間（専用燃料2.5L）］

EcoSmart Fire
エコスマートファイヤー（オーストラリア）

¥462,000

KAN500 
●W1015×D430×H905mm・52.6kg 
●材質：スチール（亜鉛メッキ）
　［約10～13時間（専用燃料2.5L）］ ¥1,116,500

GHOST
●W400×D386×H1106mm・35.6kg 
●材質：スチール・耐熱強化ガラス
　［約8～11時間（専用燃料2.5L）］ ¥478,500

Design：Hiroshi Tsunoda

キャンプファイヤーを現代的にアレンジ。

特徴的なスタイルでオレンジ色の美しい炎を演出。

多くのデザイン賞を受賞。

（屋内外兼用）

シンプルな家具のようで

暖房・加湿能力も高い本格派。

耐熱ガラスに

全面を囲われた

炎のショーケース。

ルイ14世がフランスの国王に即位した1643年に、クロード・トゥルドン

によって創業のシール・トゥルードン。パリのサントノーレ通りに店を構

えて、当初は食料品やスパイスなどを扱い、同時に地元の人々や教

会向けにキャンドルづくりも担っていた。

その優れた品質は次第に評判を呼び、

王室御用達として、ベルサイユ宮殿の歴史

を照らし続けてきた。世界最古のキャンドル

店は、それから400年近くの間、創業当時

のレシピが受け継がれ、現在も高品質の

キャンドルが多くの人を魅了し続けている。

世界最古のキャンドルブランド
Cire Trudon〈シール・トゥルードン〉

17世紀前半にルイ13世の国王付

画家として著名だったジョルジュ・ド・

ラ・トゥール。いつしか時代とともに忘

れ去られたが、1972年にパリで大規

模な回顧展が開かれ、再び脚光を

浴びた。暗闇の背景にロウソクの光

が照らされた夜の情景が、なんとも

印象深い。静謐で宗教的、神秘的

なその作品は、謎めいた画家の生涯

とも重なり、不思議な印象を抱く。

キャンドルの光が映す夜の情景。
ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

1月15日の小正月に縁起物を燃やして、五穀

豊穣、商売繁盛、家内安全、無病息災を願

い、年神様を見送る火祭り「どんど焼き」。「左

義長」「道祖神祭」など、地域によって呼び

名は異なるが、平安時代の宮中行事に始ま

り、全国に広まったといわれている。日本各地

に、そして世界中に独特な火祭りが数多く存

在する。起源・由来はさまざまだが、いずれも

神事や宗教的な意味合いが強い。火祭りを

通して、火と人の深い関わりが見えてくる。

どんど焼きと火祭り

燃料はバイオエタノールで、サトウキビやトウモ

ロコシ、木材などのバイオマスを発酵させてつくら

れ、化石燃料と比べてライフサイクルにおける

CO2排出量が少ないカーボンニュートラル。煙・

煤、有害な一酸化炭素も発生しません。問題視

されるのが、食糧原料が燃料の製造に使われて

いる点。しかしセルロース系原料を利用する第2

世代、海藻などを利用する第3世代の開発も進

んでいます。近い将来、廃棄原料から燃料がつく

られるようになるでしょう。

燃料は？

特集コラム

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール画
『大工の聖ヨセフ』（1642年頃）ルーヴル美術館蔵

吉田の火祭り

燃料は必ず指定のものを使用してください。また

使用に際しては、取扱説明書をご確認ください。

キャンドル同様に火を扱うものなので、炎に触れ

たり、付近に燃えやすいものを置かない等、その

取り扱いには十分注意してください。そして2時

間に1回ほど、窓を開けて換気（24時間換気シス

テムが設置されていれば必要ありません）。燃

焼の際に排出されるのは水とCO2だけですが、

お子さんが燃料を飲んだり触らないように、その

保管には十分注意してください。

安全性は？
Höfats
ホーファッツ（ドイツ）

Design：
Christian Wassermann
 　　　& Thomas Kaiser



Passion Glass deluxe
パッショングラス デラックス
●φ145×H167mm ［約3.5時間（専用燃料300ml）］
●材質：ガラス・ステンレスほか
　（キャンドルスタンドは別売）

＊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）

人工の光でありながら限りなく自然に近い光をつくり出すとともに、従来は専用の照明器具でしか実

現できなかった高い演色性（本来のモノの見え方）と色味調整機能、カラー演出機能までも備えた業界

初の一台三役の画期的なLED照明シリーズ。例えば、開放的なリビングルームを雨の日でも晴天時の

ような爽快な空間に…。あるいは暖炉がある暖かく落ち着いた夜の空間…。リビング内のキッズスペー

スだけを読み書きに適した照明に…。キッチンでは料理の作業性を考慮しつつ、ダイニングとの一体感

を意識したくつろげる空間づくり…。そして読書・勉強の際の適した設定…など、使い勝手が異なるさ

まざまな空間演出ができるのも大きな特徴です。調光・調色コントロールはスマホのアプリからでも

OK！照明が時間帯・状況・場所によって、より自然のサイクルと呼応した環境づくりを実現します。

Q1

キャンドルの原料には
さまざまなものがありますが、
次の中でキャンドルづくりに
利用できないものは？

A.鯨油　　　

B.米ぬか　

C.牡蠣殻　　

D.イボタロウカタカイガラムシ

Q2

水を入れた容器を凍らせてつくる

〈アイスキャンドル〉。

冬の風物詩にもなりつつありますが、

日本のアイスキャンドル発祥の地は？

A.北海道上川郡下川町

B.北海道河西郡芽室町

C.岩手県盛岡市

D.山梨県南都留郡山中湖村  

Q3

「この宇宙を支配する法則のうち、

ロウソクが見せてくれる現象に

関わりがないものはひとつもないくらいだ」

そんな言葉を残し、後の科学者たちにも

大きな影響を与えた「ロウソクの科学（1861年）」の著者は？

A. ジェームズ・クラーク・マクスウェル　

B. マイケル・ファラデー 

C. ベンジャミン・フランクリン　　　　

D. トーマス・アルバ・エジソン

ヒント！ サプリメント・健康食品の原料としては
              よく利用されています。

ヒント！ イギリスの化学者・物理学者。
              とくに電磁気学・電気化学の分野の功績は大きい。

クイズコーナー

次世代調光調色シリーズ［Synca］。

ジューテックホーム（株）　      0120-206-244

ヒント！
毎年2月に「アイスキャンドルミュージアム」が開催される。

→答えは、
⑩ページの下を
ご覧ください。

Passion Glass Classic 
パッショングラス クラシック
●φ110×H135mm  ［約3.5時間（専用燃料130ml）］
●材質：ガラス・ステンレスほか ¥9,130 ¥15,180

クリーンで

美しい炎が

長く楽しめる

コンパクトな

炎のオブジェ。

Lovinflame
ラヴィンフレイム（台湾）

クラシックなテーブルトップ暖炉は、

どこにでも置ける自立型のポータブルタイプ。

特許取得のステンレス芯を採用。

Design：Michael Sieger

Table Top 180 
テーブルトップ180
●W405×D155×H100mm 
●材質：ステンレス ほか（ウィンドガード別売）
  ［約3～3.5時間（専用燃料1L）］
　

3本の芯で

より力強い炎が魅力の

デラックス。

目的・時間帯・スペースで
照明の表情を変える…。
キャンドルやバイオエタノール暖炉の素敵な空間演出にも！

光がもたらすカラダとココロの健康。

ろうそく光から青空まで
自然の光を再現

高い演色性に加え
色味の調整が可能

121種類の
カラー演出機能

使いやすさを追求した
コントローラ画面

一台三役でありながら
抜群の費用対効果

Syncaの特徴

1000ルクス
眠りのホルモンといわれるメラトニン。日中に1000ルクス以上

の光を浴びた時間が長いほど、その分泌も多くなるようです。

肥満リスク1.9倍
夜間勤務の人には肥満・脂肪異常症が多く、心血管疾患のリス

クが高いと報告され、その要因のひとつが夜間に浴びる光によ

る体内リズムの乱れにあるといわれています。

青色の光
朝に青色の波長を多く含む光を浴びると覚醒効果が得られ、

一方、夜間に浴びるとメラトニンの分泌が抑制され、睡眠の質

を低下させます。

うつ症状の発症リスク1.89倍
とくに高齢者においては、寝室を夜間暗く保つことで、うつ病の

リスクが低下するといわれています。

メラトニンを90%抑制
就寝直後に4000K相当の100ルクスの光を浴びた場合、メラト

ニン分泌が90%抑制。健康に影響を与えるといわれています。

認知機能と1000ルクス
高齢者の日常生活において、日中にしっかりと光を浴びた人は

浴びない人と較べて、その後の認知機能も高くなる傾向があり、

うつ症状も少なかったと報告されています。

上記の写真は弊社モデルハウスでの実証実験です。
ご予約にて、モデルハウスでご体感いただけます。
お気軽にご連絡ください。

晴天モード

クッキングモード

おちつきモード

Globe グローブ

●W600×D580×H610-900mm・40kg［約5時間］ 
●材質：成形コンクリート 他

Vauni
ヴァウニ（スウェーデン）

¥698,000～

球状のミニマムなフォルムに

カラフルなトーン

スウェーデッシュデザインの極上インテリア。

Roll Fire ロールファイア

●W650×D220×H650mm・45kg［約4-5時間］ 
●材質：ガラス・ステンレススチール

Conmoto
コンモト（ドイツ）

¥373,000

彫刻的なフォルムは

炎がなくてもまるでアート。

壁・床への取り付けも可能。

Copula キューポラ

●W810×D350×H810mm・27kg［約5時間］ 
●材質：成形コンクリート 他 ¥578,000

¥73,700

壁面設置タイプ

モデルハウスにて
ご体感受付中！



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

ゆったりとした緑の装いに抱かれた、グレーの落ち着いた外観。

秀逸な家具が暮らしにしっくりと馴染む室内空間。

オーダーメイドのL型＆アイランドキッチンを中心に

磨き抜かれた本物の贅沢が心地よく暮らしを包み込む。

ナチュラルなくつろぎ空間と
秀逸な家具に抱かれた
ガーデンスタイルの住まい。

千葉県 S邸

S p l e n d i d  f u r n i t u r e  &  R e l a x i n g  s p a c e

階段壁面はキッチンと色調を揃えたブルーのアクセ
ントカラーに。左のコーナーにはワークスペースを。

床のタイルが印象的なゆったりとしたトイレゾーン。

キッチンも引き立つ全面タイル貼りの床。全フロアに設置された蓄熱式温水床暖房で冬も足元が暖かい。

ゆったり広々 とした玄関ホール。FILE製の収納棚とシュークローゼットを併設。



■敷地面積／233.22m2（70.54坪）

■延床面積／137.68m2（41.64坪）

■1階面積／  82.72m2（25.02坪）

■2階面積／  54.96m2（16.62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

リスタートから始まった

仕事・生活の調和する住まい。

魅力的なFILE製のオーダー家具・建具を、シンプル

なしつらえの空間づくりで支えているS邸。当初は

地元工務店に依頼していたが、どうもしっくりしな

かったというSさん。こうしてジューテックホームによ

る住まいづくりがリスタートした。シンプルな表情の

住まいを取り囲むようにひろがる緑豊かな庭の風

情。そしてゆったりの室内空間が、広 と々した屋根

付きのテラスへとつながる心地よい開放感。在宅

ワークのSさんご夫妻の想いが、快適な空間づくり

に見事に活かされている。

豪華キッチンを基軸に

家具とインテリアが響き合う。

存在感のあるフルオーダーのL型＆アイランドキッ

チンを主役にし、そこにインテリアや照明が見事に

調和した素敵な空間が、日々 の暮らしを豊かに彩る。

また玄関や洗面室の収納にもFILE製のオーダー

家具が表情を添える。1階の床は全室に磁器タイ

ルが施され、全面に設置された蓄熱式温水床暖房

で冬も足元が暖かい。さらに、理想の空間づくりは

手すりやスイッチなどの細部にまで行き届き、心地

よい上質感に包まれている。

機能性・快適性が支える

暮らしやすさと心地よさ。

快適な在宅ワーク環境も大きな魅力のひとつ。ご

夫婦それぞれに設けられた書斎やワークスペースに

よって、ストレスのない快適な仕事空間に仕上がっ

ている。もちろん住宅性能の面においても、堅牢な

2×6工法・2×8屋根構造が地震への備えとともに

優れた断熱性能によってヒートショックのないオー

ルシーズン快適な環境を実現。また壁面の〈空気を

洗う壁〉がシックハウス対策に活かされている。住ま

いの根幹となる見えない性能面にも余念がない。

S t a f f  V o i c e
FILEの家具に魅せられた奥さまを中心

に進められた住まいづくり。千葉から横

浜まで打ち合わせに何度も足をお運び

いただき、その情熱を強く感じました。

FILEさんと私たちを交えて、二人三脚で

取り組み、完成した住まいにとてもご

満足いただきました。ありがとうございました。

重厚な木製玄関ドアへと続く広々 としたエントランス。 それぞれに個性的な照明たちが家具とともに空間に彩りを添える。

存在感のあるミッドナイトブルーのL型＆アイランドキッチン。充実の収納力と広い作業スペース、大容量冷蔵庫で調理もスムーズ。ダイニングから続く屋根付のタイルテラスは緑あふれる庭に隣接。

落ち着いた色調と照明でくつろぎ感の高い主寝室。収納力を誇るWIC（左）へとつながる。FILE製オーダーの洗面化粧台は床のタイルとの相性もバッチリ。バスルームやランドリーコーナーとつながりスムーズな動線。

濱砂　充
Hamasuna Mitsuru



●安藤さんも魅了された蜜ろうキャンドルの炎。
　ススも出にくく、空気も汚さない。

第59話

の人と共有したいという思いが高まり、それ

からは工夫と試行錯誤のキャンドルづくりの

日々 が始まる。子供の頃から虫好きで工作

好きな少年は、蜜ろうキャンドルづくりという天

職を見出した。当時はキャンドルといえば、ク

リスマスや誕生ケーキ、あるいは教会や仏事

に使用されるろうそくのイメージが強く、家庭

でキャンドルを灯す習慣もない、蜜ろうもまだ

ほとんど知られていない時代なので、その魅

力もすぐには受け入れられなかった。そんな

折、偶然の出会いから工芸の分野で有名な

宮沢賢治ゆかりの「光原社」の目に留まり、

工芸作品として全国的に紹介される。それ

がきっかけで問い合わせや注文が舞い込

むようになった。さらにキャンドルを使ったイベ

ントやワークショップ、企画展示、美術館や雑

誌とのタイアップなどによって、次第に多方面

から注目されるようになる。キャンドルの癒し

効果や世の中の自然志向も相まって、ようや

く時代が追いついてきた。

　キャンドルに込められた思いと妥協のない

品質は多くの人 の々心を捉え、工房での忙し

い日々 。採蜜から精製・形成…その手作業

による重労働に、何度も辞めたいと思うこと

があったが、感謝が綴られた多くの手紙を目

にするたびに、続けてきてよかったという思い

を新たに仕事に向き合うことができた。自然

から与えられた蜜ろうを、大切にキャンドルに

仕立てて届けることが努めだというと思い。

そして森の恵みと養蜂に情熱を注いできた

先人たちへの感謝の気持ちを胸に、〈森のと

もしび〉を多くの人のこころに灯す――そん

な伝燈使としての使命を実感する。

　安藤さんがライフワークとして取り組んで

いるのが「アシナガバチ移住プロジェクト※」。

人家やその周辺にあるハチの巣を駆除する

のではなく、無農薬の畑などに移動させて、

ハチと人の共生できる環境づくり。これにより

人が刺されるリスクを回避し、ハチは厄介な

害虫を餌にして農地で役立ってくれる。受

粉や採蜜に役立つミツバチ同様にハチと

人の持ちつ持たれつの関係。スズメバチや

アシナガバチも生態系のバランスに重要な

役割を担っている。来年の初旬に出版予定

　

豊かな自然とミツバチの恵みに導かれて――

森の灯を届けるあかりのナチュラリスト。

●蜜ろうキャンドル3種〈左から、カヌレ・しずく（大）・
　ハニカム円すいL〉花粉の自然な色味も美しい。

●アシナガバチ移住プロジェクトのための移設巣箱
　キット。移転先の畑でイモムシハンターとして活躍。
　農家の方々にも大好評！

●子供たちと自然学習「蜂探し散歩」風景。

　柔らかでやさしい炎の表情が密かな人気

を呼んでいる蜜ろうキャンドル。ミツバチの巣

100％でつくられた蜜ろうはキャンドルをはじ

め、暮らしのなかでさまざまに役立てられて

いる。朝日連峰の自然豊かな山懐に抱かれ

たハチ蜜の森キャンドルは、良質の蜜ろうを

使った手づくりの美しいキャンドル工房。そ

のあたたかみのある炎は多くの人 を々魅了

し続けてきた。代表の安藤竜二さんは、国

内における蜜蝋キャンドルづくりの草分けと

して、30年以上にわたりキャンドルづくりに取

り組んできた。その傍ら、豊富な知識と自らの

体験をさまざまな機会に披露している。

　家業は祖父の代から続く養蜂。多くの若

者がそうであるように、安藤さんも当時は強い

都会趣向だったという。ロックバンドでギター・

ボーカルを担当。いずれは音楽で身を立て

たいと思った時期もあった。不安と葛藤を抱

えるなかで、出会ったのが蜜ろうキャンドルの

美しくやさしい炎。まるで森に抱かれたような

穏やかな気分に包まれたという――まさに

人生の灯を見出した瞬間。その感動を多く

　

安藤 竜二さんハチ蜜の森キャンドル
代表

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。



1964年生まれ。父のもとで家業の養蜂を学んだ後、1988年に日本
ではじめての蜜ろうキャンドルづくりに着手。キャンドル製造の傍ら、
イベントやワークショップを通して蜜ろうの魅力・楽しみ方を紹介。ま
たアシナガバチを無農薬栽培農園に移住させるアシナガバチ移住
プロジェクト活動にも取り組んでいる。ハチ蜜の森キャンドル代表。
山形県養蜂協会監事。（社）国土緑化推進機構認定「森の名手・
名人」。自然に関するコラム多数。著書『手作りを楽しむ蜜ろう入
門（農文協）』、編著『朝日岳山麓養蜂の営み（朝日町エコミュー
ジアム研究会）』など。

■オフィシャルサイト→
mitsurou.com/　　

安藤 竜二 Ryuji Ango

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。
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BOOK 手作りを楽しむ　蜜ろう入門＊安藤竜二

日本で初めて、国産蜜ろうキャンドルの製造に着

手した安藤さんが、これまでの経験から得られた

蜜ろうについての豊富な知識、精製や入手方法、

キャンドルづくりのノウハウ、蜜ろうのさまざまな

利用術までわかりやすく解説。蜜ろうのすべてが

わかる充実の一冊。

手作りを楽しむ  蜜ろう入門
●安藤竜二〈著〉　

●農山漁村文化協会・2020年　

Movie
〈母なる星・地球（ガイア）は、それ自体が一つの大

きな生命体であり、我々人類は、その大きな生命体

の一部分として、他の全ての生命体と共に今、ここ

に生かされている〉地球に生きる生命の素晴らし

さを謳いあげたドキュメンタリー第3弾。写真家・

星野道夫、宇宙物理学者のフリーマン・ダイソン、

外洋カヌー航海者のナイノア・トンプソンをフィー

チャー。地球環境の美しさと大切さ、一人一人の心

の無限の可能性に言及、地球の心といのちの不

思議に遠く思いを馳せる「魂のロードムービー」。

地球交響曲Ⅲ（ガイアシンフォニー）
星野道夫篇／フリーマン・ダイソン篇／ナイノア・トンプソン篇　
●監督：龍村　仁　●監修：稲盛和夫　●ナレーター：榎木孝明、木内みどり　●1997年・日本・150分

の安藤さんの著書『ハチ暮らし入門』はハ

チとの接し方から駆除の方法まで、ハチ好き

にも、ハチ嫌いの人にも役に立つハチへの

愛情あふれる一冊だ。

　きれいな空気と水、虫たちの暮らす自宅の

畑で野菜を育てる…自然に寄り添う日々 の

暮らし。その大切さを誰よりも実感する安藤

さん。長い間アレルギーや体調不良に悩まさ

れてきたが、食生活を見直し、添加物や化学

物質を遠ざけた暮らしのおかげですっかり

体調を取り戻すことができた。森林伐採や農

薬などにより、養蜂を取り巻く環境は厳しい。

代表的な採蜜樹のトチノキからハチミツが

採れるまでには五十年近くの年月を要する。

その豊かな自然を次の世代へと引き継ぐた

めに、子供たちにその魅力を伝えながら、

自然と共存してゆく社会を願ってやまない。

蜜ろうのあかりが灯るテーブルには家族の

幸せな風景が見えてくる。そんな素敵な森

のキャンドルたちが出迎えてくれる〈ハチ蜜

の森キャンドル〉へ、春が訪れたら出掛けて

みてはいかがでしょう。

GAIA SYMPHONYⅢ＊龍村 仁

今回は、自著とともに安藤竜二さんにセレクトいただきました。

MUSICAll My Demons Greeting Me As A Friend＊AURORA

ノルウェーの豊かな大自然で育ったシンガー・

ソングライターのオーロラ（AURORA）。その天

使のような歌声で北欧の歌姫と呼ばれ、世界中

で注目されている。デビュー・アルバムは数々

の音楽メディアで称賛され、ノルウェーアルバム

チャートで初登場1位。2019年公開ディズニー映

画『アナと雪の女王2』の劇中歌でも知られる。

2023年2月17日（豊洲PIT）には再来日公演も

予定されている。娘さんが聴いているのを耳にし

て、神秘的で透明感のある歌声にすっかり魅了さ

れた。ちなみに安藤さんが影響を受けた音楽は、

デヴィット・ボウイやローリング・ストーンズ。

All My Demons Greeting Me As A Friend・AURORA
●ワーナーミュージック・ジャパン   2017年

■ハチ蜜の森キャンドル
　〒990-1573 山形県西村山郡朝日町立木825-3
　TEL.0237-67-3260
　◎工房ショップの販売は10:00～17:00・土・日・祝日のみ〈4/29～12/24〉
　◎蜜ろうキャンドル作りほか、さまざまな体験教室（予約制）
　◎アクセス／山形自動車道・寒河江ICより40分
　　　　　　 （JR山形駅よりレンタカーまたはタクシー60分）

　　　　　　　　　　　　　オンライン販売はこちらから→
　　　　　　　　　　　　　hachimitsut.thebase.in

※詳しくはYouTubeチャンネル〈ryusbee〉にて公開中！

www.aurora-music.com



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、設計部門 松本 優花さん

早く訪れるように、日々 の経験を糧にスキルアップに

努めている。　

　休日も部屋にじっとしてはいられない活動的な

二十歳。仕事を忘れて、友達と横浜や東京でショッ

ピング、たまには遊園地などで羽を伸ばしてオフの

時間を満喫している。日頃からファッションやメイク

のさまざまな情報収集も怠らない。仕事でも余暇で

も、その中に楽しみをみつけること。そんなメリハリ

の利いた充実の毎日を過ごしている。

　住宅に関わる仕事は奥深い。設計の知識はもち

ろん、建築資材・設備やインテリアなど、広い視野と

専門性が求められ、さらに日々 進化を続けている。

その中で住まいづくりという、お客さまの暮らしに直

接関わる仕事に責任の重さをひしひしと感じてい

るという。まずは二級建築士の資格を取ることが当

面の目標。さまざまな経験を重ねながら、そこから自

らが理想とする住まいづくりを探り当てるこれから

の長い道のり。まだ駆け出しですが、いずれはお

客さまにご満足いただける、素敵な住まいづくりで

お応えしたいと松本さん。フレッシュな気持ちと情

熱を胸に、さらなる仕事力の向上を目指す。そん

なジューテックホームのニューフェースを、どうか

あたたかく見守ってください。

プロフィール
●趣　味：街歩き・遊園地巡り
●好きなもの：魚介類
●仕事のモットー：
　皆さまの大切な住まいづくりのお手伝いが
　できるように、精一杯頑張ります。

●休憩時間も建築の勉強に勤しむ松本さん。 ●横浜のお気に入りの場所〈横浜ベイクォーター〉。
　景色もキレイなショッピングスポット。

●大好物は魚介類。
　海に出かけた際に戴いた海鮮丼。

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ターテリカック57

〈デーツ〉を使ったクリスマスに作られるフィンランドのケーキです。まる

でキャラメルのような風味が後を引く美味しさ。その濃厚な味わいはデー

ツ（ナツメヤシ）ならでは。ミネラル豊富な健康美容食としても人気です。

作り方

材  料

・水
・デーツ
・てんさい糖
・無塩バター
・卵

120ml
80g
40g
80g
1個

スタッフ通信

2023
Winter

　建築の専門学校を卒業後に、新卒としてジュー

テックホームに入社した松本優花さんは、生まれも、

育ちも、ずっと横浜在住の根っからのはまっ子。住

まいづくりは、想像するだけでワクワクとした気持ち

になれると、期待とともに、その熱い思いを語る松本

さん。ようやく半年の研修期間を終えて、秋から設

計部門に席を置くことになった。その間、お客様と

の打ち合わせに同席させてもらったり、設計のイロ

ハを学びつつ仕事全体の流れを把握する勉強の

毎日だ。職場環境にもようやく慣れてきたものの、専

門学校で2年間学んできたことは、ほんの入口に過

ぎなかったと実感する。多くの先輩たちから仕事に

ついての的確なアドバイスの助けもあって、お客さ

まの住まいづくりに、直接携わることができる日が

　

Matsumoto　  Yuuka

 ＊お菓子教室roco

・濃厚なコーヒー抽出液（インスタント可）
・クリームチーズ
・薄力粉
・バニラエッセンス
・ベーキングパウダー
・重曹

60ml
60g

100g
少々

小1/2
小1/3

❶型にバターを塗り、小麦粉（分量外）を叩いておく。

❷小鍋にデーツと水・砂糖を入れて火にかけ、デーツが柔らかく煮えたらフード
　プロセッサーなどでピューレにする。

❸さらにデーツが暖かいうちにバターを入れて溶かし、クリームチーズ、コーヒー、
　卵、バニラエッセンスを加えて混ぜたらボウルに移す。

❹薄力粉、ベーキングパウダー、重曹を一緒に振るい入れ、泡立て器でさっくり
　と混ぜる。

❺型に流し入れ180℃のオーブンで約45分焼く。竹串を刺して焼けているこ

　とを確認したらオーブンから出して型のまま冷ます。

16cmクグロフ型

作りたてよりも2～3日ほど置いた方がしっとりして美味しくなります。

Taatelikakku
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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。

Q1 正解→C（牡蛎殻）
ちなみにマッコウクジラの頭部の油から抽出される鯨油は、捕鯨が盛んだった
19世紀から20世紀半ばまでは使われていた。
ライスワックスは、米ぬか油から採取され、今も多方面で利用されている。
イボタロウカタカイガラムシは、「イボタノキ」に寄生するカイガラムシが分泌する虫蝋。

Q2 正解→A（北海道上川郡下川町）
〈しもかわアイスキャンドルミュージアム〉は2月中旬開催予定。
北海道河西郡芽室町では〈氷灯夜（ひょうとうや）〉、
岩手県盛岡市では〈もりおか雪あかり〉、
山梨県南都留郡山中湖村では

〈山中湖アイスキャンドルフェスティバル〉がそれぞれ開催される。
開催日など詳細は各自治体のホームページ等でご確認ください。

Q3 正解→B（マイケル・ファラデー）
イギリスの化学者・物理学者でとくに電磁気学・電気化学の分野での功績は大きい。
ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、ファラデーによる電磁場理論から、
マクスウェルの方程式で知られる。19世紀もっとも偉大な物理学者のひとり。
雷が電気であることを明らかにしたベンジャミン・フランクリン。
ちなみに父親は獣脂ろうそく製造業者だった。
そしてご存じトーマス・エジソンは数多くの発明で知られる「発明王」。

4ページ
クイズの解答

お湯の水圧を変化させて水中の空気を気泡化。さらに気泡をせん断

してさらに細かくすることで微細の泡を発生させます。この直径1マ

イクロメートル未満の微細な泡〈ウルトラファインバブル〉は、細かい

隙間にある汚れを落とし、数週間から数ヶ月も水中に残る特性があり

ます。その洗浄効果から幅広い分野で活用されています。

住まいの
科学！

Air Bubble Technology
ウルトラファインバブル給湯器！

ウルトラファインバブル給湯器

導入キャンペーン！
対象地域／東京・神奈川 ※その他の地域はお尋ねください。

ウルトラファインバブルとは…

〈サイズの比較〉

ウルトラファインバブル
約1μm未満

大腸菌
約2～4μm

PM2.5
約2.5μm未満

黄砂
約4μm

酵母
約5μm

赤血球
約8μm マイクロバブル

約10μm～

スギ花粉
約30μm

キッチン
洗濯機

洗面
浴槽

シャワー

食洗機 洗車

W E L L  R E F O R M  P R E S E N T S

新発想の給湯器誕生！

水まわりの
汚れを軽減

↓39%

落としづらい
水垢を抑制

↓18%

排水管汚れの
残存率減少
すっきり清潔

1ccあたりの
含有バブル数

 1,768万個
　　（ガス給湯器）

水中の微細な泡が毎日の入浴をよりリラックスできる時間に変えて、

さらに家中の水まわりの掃除をラクにしてくれる――そんな画期的

なAir Bubble Technology。ウルトラファインバブルのお湯を、浴

室や洗面所、キッチン、食洗機など、お湯の配管がつながっている

さまざまな水まわりで活用できます。必要なのは給湯器とリモコンの

設置だけ、大掛かりな工事は必要ありません。気になる水まわりの

汚れ、水垢を付きにくくし、日々の掃除をよりラクにしてくれます。

只今、ウルトラファインバブル給湯器導入キャンペーンを実施中！

おトクなこの機会に、ぜひ水まわりの快適を考えてみませんか。

お湯の配管がつながっているところなら
ウルトラファインバブル入りのお湯が使えます。

美しく・心地よく・快適な…

暮らしのヒント！
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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

エゴン・シーレ（1890-1918）は、世紀末を

経て芸術の爛熟期を迎えたウィーンに

生き、28年の短い生涯を駆け抜けまし

た。最年少でウィーンの美術学校に入

学するも、保守的な教育に満足せず、

若い仲間たちと新たな芸術集団を立ち

上げます。しかし、当時の常識にとらわ

れない創作活動により逮捕されるなど、

生涯は波乱に満ちたものでした。孤独

と苦悩を抱え、ナイーヴな感受性で自己

を深く洞察し、ときに暴力的なまでの表

現で人間の内面や性を生 し々く描き出

しました。表現性豊かな線描と不安定

なフォルム、鮮烈な色彩は、自分は何者

かを問い続けた画家の葛藤にも重なります。本展は、エゴン・シーレ作品の世

界有数のコレクションで知られるウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中

心に、油彩画、ドローイングなど合わせて50点を通して、画家の生涯と作品を振

り返ります。加えて、クリムト、ココシュカ、ゲルストルをはじめ同時代作家たちの

作品とともに約120点の作品を紹介。夭折の天才エゴン・シーレをめぐるウィー

ン世紀末美術を展観する大規模展です。　

2023年1月26日［木］～4月9日［日］
東京都美術館（東京・上野公園）

●開室時間／9:30～17:30
　　　　　　（金曜日は20:00まで）
　　　　　　入室は閉室の30分前まで
　　　　　　※会期等は変更になる場合がございます。

●休室日／月曜日

●観覧料／未定

●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／050-5541-8600 
　　　　　　　　　　　ハローダイヤル（全日/9:00～20:00）

●公式サイト  https://www.egonschiele2023.jp
　                    ※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→

ご紹介制度の詳細・ご質問・ご利用ついてはお気軽に！
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

エゴン・シーレ《母と子》
　1912年　油彩／板　レオポルド美術館蔵

G Leopold Museum, Vienna

年末は12月26日（日）まで、年始は1月3日（月）から通常営業いたします。

休業期間

2022年12月27日　→2023年1月2日 月火
年末年始
営業のお知らせ
よろしくお願い申し上げます。

街もきらめく冬の装いに変わり、寒さも一段と厳しくなって
参りました。モデルハウスでは心地よい蓄熱式温水床暖
房と暖かいお飲み物をご用意して皆さまのお越しをお待
ちしております。2023年が皆さまにとって良き一年であり
ますように、ご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

ジューテックホームモデルハウス
編集後記

I n f o r m a t i o n お役立ち情報 E x h i b i t i o n おすすめ展覧会情報

ご紹介いただいた方が
▼

ご成約の場合

150,000円分の
商品券をプレゼント！

●戸建・マンション・店舗など、内容・規模は問いません。
※プレゼント特典は10万円以上（税別）で、10万円単位と
　なります。〈ご契約金額10万円未満（税別）は対象外です〉

ご紹介いただいた方が
▼

ご成約の場合

金額の2％相当の
商品券をプレゼント！

（上限は10万円です）

リフォーム注文住宅

※ご紹介いただく際には、必ず、ご紹介先様にご了解をいただきますようお願いいたします。

 ご紹介いただいた先様には
〈ご紹介特別値引き特典〉をご用意！

ひろげたい―。
快適な住まいの輪！

ジューテックホームのご紹介制度

ジューテックホームの住まいづくりに、ご満足いただいたお客さまからご家族

やお知り合いをご紹介していただくケースが多く、そのお客さまからさらにご

紹介いただく場合もあります。たいへんありがたいことに、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」等のうれしいお声も数

多く頂戴し、私たちの励みにもなっております。そこで皆さまのご愛顧・ご支

援に、心よりの感謝の気持ちを込めた〈ご紹介制度〉をご案内させていただき

ます。ささやかですが〈ご紹介プレゼント〉の特典もご用意しました。どなた様

にも、きっとご満足いただけると住まいづくりでお応えいたします。ぜひご紹

介いただければ幸いです。

業界トップレベルの高気密・高断熱・高遮熱
住まう人それぞれに寄り添う柔軟対応。

あなたの暮らしにフィットする高機能注文住宅5ブランドと

美しく快適な空間への高品質リフォーム＆リノベーションで

理想の住まいづくりに対応します。

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）

レオポルド美術館　エゴン・シーレ展　ウィーンが生んだ若き天才
Egon Schiele from the Collection of the Leopold Museum - Young Genius in Vienna 1900
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