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ログハウスファンとフィールブランドでつくるコミュニケーション情 報 誌

Owners Life

まるで森の診療所
落ち着きの空間で気持ちも安らぐ
北欧ログハウスの歯医者さん

1,441

1,459

Feel入間複合展示場 国土交通大臣賞受賞記念

北欧家具で新築を彩ろうキャンペーン
弊社入間複合展示場がログハウス建築コンテストで国土交通大臣賞を受賞しました。
これを記念しまして、弊社Feelブランドをご成約頂いたお客様に、

1,649
まずは一度、展示場で
ログハウスを体感してください。
お近くの全国フィール加盟店にてご覧いただけます。
詳しくはお電話またはWEBよりお問い合わせください。

IKEA各店でご利用頂けるギフトカード30万円分をプレゼントします。
す。

北欧家具

30万円分

PRESENT
キャン
ンペーン期間

2016年9月30日まで

※本キャンペーンは上記期間中に1,700万円
（税抜）
以上の工事請負契約を締結
頂いたお客様が対象となります。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。
頂いた

ログハウスのことなら、お任せください。
いこー

ロ グ や さん

0120-15-6983

資料請求・メールでのお問い合わせはこちらから。

www.kinoie.co.jp

from Finland

フェニックスホームが行く
フィンランド訪問記
Column

北欧の子供部屋と
レイキモッキ

まるで森の診療所
落ち着きの空間で気持ちも安らぐ
北欧ログハウスの歯医者さん

ハニー歯科様
（埼玉県狭山市）

今回は Tuuli のリニューアル初回という事

実際に通院されている方からは、 落ち着い

で、少し特別なログハウスをご紹介させて頂

て治療が受けられる

きます。

られる

突然ですが皆様は歯医者さんのイメージは

木のぬくもりが感じ

歯医者特有の臭いが和らいでい

る といった声をよく聞くようです。

どんなものをお持ちでしょうか？ドリルの音

「中には歯科治療が本当に苦手だという人

や薬品の臭いが苦手という方が多いと思い

もいますから、木の空間で緊張が和らぐの

ます。

は助かります。」

2014 年 5月に完成したハニー歯 科さんは、

先生方だけでなく、患者さんにも気に入って

ご姉弟で開業され、現在スタッフを含めて

頂けているようですね。

5人で営んでいます。
患者さんが落ち着いて治療が受けられるよ
うにとの想いでログハウスの歯科医院を選
択しました。
「元々ログハウスは考えてなくて、たまたま
親戚の紹介で教えて頂いたのが Feel さん
でした。」
「普通に歯科医院というと室内は白い感じ
が多いですよね。でもログハウスの医院は
珍しいし、患者さんもリラックスできるん
じゃないかなと思って話を進めました。」
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フィンランド通信改定記念特別編

フェニックスホームが行く
フィンランド訪問記

皆様こんにちは。少しずつ暖かくなり始めた 5 月、当社のスタッフ一同
はフィンランドへの研修旅行に行ってきました！
そこで見つけたフィンランドの新しい発見と魅力について、今回はお話
しさせて頂きます。
最初の目的地はログハウスの命ともいうべき、ログ材を加工している工
場を訪問しました。
工場はフィンランドの玄関口である首都ヘルシンキから乗り継ぎ、フィ
ンランド西部の Vaasa 空港から車で 1 時間の距離にあります。当社展
示場からだと、だいたい 1日がかりで工場のある町に到着といった感
じです。
工場を訪問すると、
毎回工場の代表や現地スタッフが歓迎ムー
ドで私たちを迎え入れてくれます。ここではログ材の品質管理や情報
交換、現地で施工したログハウスの見学などを行い、日本で販売する
ログハウスの品質確保に役立てています。
視察後は現地スタッフを交えてのディナーや歓談など、国境を越えて
の親睦会で交流を深めます。普段メールや電話でのやり取りが大半

------ お気に入りのポイントはどこですか？

専門の設備メーカーを交えてのお打合せは

「天井の高さがいいですね、患者さんが椅子

毎回多くの時間を使って検討させて頂きま

で 仰 向け になった 時も 圧 迫 感 がなくて。

した。時々話が脱線してしまったのも今で

ちょっとお掃除は大変ですけど（笑）」

はいい思い出です。

「治療ブースの窓を大きくしたので、緑が良
く見えます。湿度も一定に保たれて快適で

ちなみに「ハニー歯科」というのは「歯に

すし。」

良い」というごろ合わせと「8020 運動」
（日

木の調湿機能や抗菌作用は病院にはすごく

本歯科医師会が推進している「80 歳になっ

マッチしますね。

ても 20 本以上自分の歯を保とう」という運
動）からきているそうです。

こんな快適なログハウス歯科医院だからこ
そ、苦労したところも多々あったようです。

敷地には社員食堂の建物や来賓用の施設などがあり、日本の大学み

そうそう、フィンランドと言えばサウナと湖というイメージがあると思い

たいな雰囲気を感じました。昼休みには芝生の広場で長靴を投げて

ますが、親睦会もサウナで行います。サウナに入っては湖に入るのを繰

いるスタッフの方を発見し、何をしているのか尋ねるとどこまで遠くに

り返しつつ、合間にお酒や食事を嗜むのがフィンランド流です。各家

飛ばせるかで競っているとの事・・・。国内では意外とポピュラーな

庭やホテルについているのは当たり前、会議もサウナで行うくらい、

競技のようです。個人的に一番のカルチャーショックでしたが、参加し

フィンランド人にとってサウナは無くてはならないものなのです。

てみると周りの盛り上がりもあって意外と面白かったです。

早速大自然とサウナを肌で感じ、一同は次なる目的地があるヘルシン

色々と体験しながらの研修でしたが、フィンランドでは珍しく、5月なの

キへと戻りました。

に20℃を超える暖かさで私達にはとても過ごしやすい気温でした。個

ヘルシンキではログハウス専用の塗料を取扱っている
「ティックリラ社」

人的には教会巡りが幻想的で感動しました。教会に限らずフィンラン

の工場を見学させて頂きました。さすがは国内シェアナンバー1、敷地

ドの建物は、市街は石造りの建築物が多く、そこから離れて自然が多

も建物もかなりの大きさです。ちょっと圧倒されつつも中に入るとか

い地域では大半がログハウスや木造建築物というギャップが魅力だと

なりシステマチックで、管理はほぼコンピューター操作で動いていると

思います。

の事。確かに作業服のスタッフが少なかったように思えました。

冬はマイナス20℃も珍しくない寒さの厳しい一面もありますが、オーロ

に入りました」と名付け親のお姉さん先生

ラやサンタクロース、ムーミンなど美しさと親しみのある素敵な国で

が教えてくれました。

す。日本からは直通便がある為、ヨーロッパで一番近い国なんて呼ば

用の椅子）や X 線室、歯科技工室など特殊

多くの患者さんは不安な気持ちで来院され

れています。

な設備が必要であったり、ログハウスならで

ます。その不安を取り除く事も歯科医院の

ぜひ皆様も行く機会がございましたら、北欧の美しい文化に酔いしれ

はの決まり事があったりと打合せにはすごく

大きな課題の一つだと思います。そんな理

てみてはいかがでしょうか。・・・ちなみに私は夏に行くのをおすすめ

時間をかけました。」

想の歯医者さんの形がこのハニー歯科さん

します（笑）

弊社も歯科医院の経験が浅かった為、歯科

からは感じられました。

それではＭｏｉｍｏｉ！

「住宅とは違って、治療用のユニット（診療
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「歯科医院なのに甘そうな響きも面白くて気

なので、とても貴重な時間ですね。
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住まいの悩みにお答えします！

フィールすまいのご相談会

北欧の子供部屋とレイキモッキ
最近日本でもよく見かけるようになった北欧雑貨や家具のお店。北欧をイメージしたカフェやレストラン
も連日多くの方で賑わっているのを感じます。洗練されたデザインやワンポイントの色使いなど、落ち着
いた雰囲気の中にある遊び心を感じる北欧のインテリアが浸透してきましたね。
当社でログハウスを建てられたオーナー様の中にもカントリースタイルだけでなく、フィンランドスタイルを
好まれる方も増えてきました。フィンランドログハウスには北欧のインテリアがとてもフィットし、リビング
やダイニング、キッチンや主寝室などお部屋に思い思いのこだわりのデザインをされています。
そんな中、インテリアに悩まれている方が多いのは子供部屋ではないでしょうか。今回はフィンランドの
子供部屋と過ごし方について少しお話しさせて頂きます。

プラン・土地・住宅ローンなど…住まいについての疑問、
なんでもご相談ください。
キャンドル作り体験
（無料）
、
かき氷プレゼントなど、
たのしい企画ももりだくさん☆
お住まいの悩みにお答えします！

日時／2016年7月31日
（日）10：00〜16：00
会場／Feel入間複合展示場

北欧の子供部屋
一年を通して冬が長く、日照時間の短いフィンランドでは古くから白を基調とした
落ち着きのある色合いで統一するのがフィンランドスタイルでしたが、近年では
フィンランド出身の有名なデザイナーも多く、ビビットカラーや幾何学模様を入れ

完成

るのがトレンドになっています。特に子供部屋は可愛らしさを重点に置いてデザ

完成

インされています。
子供部屋も考えは同じく、白壁をベースとして、一部を黄色や赤など少しビビット
色の強い壁紙を貼ったり、カラフルな家具や遊具を置くなど、アクセントを入れた
デザインが好まれています。
お子様の成長は速く、好みも変わってしまいます。でも、だからこそ一生で一度し

完成物件・
建設中物件のご紹介

かない子供の頃にこだわりのインテリアにしてみてはいかがでしょうか。最初の
子供部屋は両親が子供に送る大切なプレゼントになります。

レイキモッキとは

Webサイトで物件の詳しい写真を
ご覧いただけます。

www.kinoie.co.jp/

フィンランドには子供が産まれると「レイキモッキ（leikkimökki）」と呼ばれる
小屋を建てる習慣があります。 leikki とはフィンランド語で「遊び」、 mökki
が 「別荘」という意味です。主に子供の成長を促す目的で使われる子供専用

群馬県太田市 T様邸

静岡県駿東郡 M様邸

のお家で、一般的には木を使って建てられます。お父さんが子供の為に庭先に

間口が広く、両側にドーマーのある居住性の高いプランで

ログハウスファンの憧れであるハンドカットログハウスの物件

建て、子供が小学校に通うくらいまで使われることが多いようです。

す。部屋数が多く、和室やグルニエも完備しています。ツー

です。5 つのお部屋と収納、設備機器も最新のものを設置

この中で遊ばせることで、子供たちに早い段階から独立心を促し、親離

トンカラーの外観にこだわりを感じますね。

しており、使い勝手の良いプランです。

れをさせる目的があります。自分の家を持つことで責任感や精神面

完成物件

を養い、遊びながらに学ばせるのがフィンランド流。
インテリアや家具も自分でコーディネートすることで、北欧のセン

☀Ｔ様邸

群馬県太田市

スは小さな頃から養われているのではないでしょうか。家族での

☀Ｎ様邸

埼玉県朝霞市

かりと親が関わりあって子育てを行います。距離を取ることでよ

☀Ｈ様邸

神奈川県藤沢市

り一層家族間のつながりが深く感じられるのかもしれませんね。

☀Ｍ様邸

静岡県駿東郡

時間を大切にするフィンランドの人々は、自立心を促しつつもしっ

建設中

建設中

建設中物件
☀Ｍ様邸

東京都福生市

☀Ａ様邸

長野県白馬村

ログハウスファンとフィールブランドでつくるコミュニケーション情報誌「Tuuli」では、Tuuli の感想やログライフにまつわる楽しい日々のお写真、

☀Ｋ様邸

長野県木曽郡

ログハウスに関する質問など、読者の皆様のお便りを募集しています。あなたの声が次号の Tuuli に掲載されるかも？

☀Ｋ様邸

千葉県鴨川市

☀Ｓ様邸

東京都中野区

☀Ｉ様邸

東京都日野市

Tuuli へのお便りを大募集!!

送り先は
こちら

郵送先：〒358-0026

投稿でもれなくフィール特製ライオンセットをプレゼント!

埼玉県入間市小谷田 1-11-37

メール先：tuuli@kinoie.co.jp

株式会社フェニックスホーム「Tuuli 編集部」行

※お送りいただいた写真・資料はご返却いたしませんのでご注意ください。

☀清里 PJ 山梨県北杜市
☀Ｓ様邸
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東京都西東京市

長野県白馬村 A様邸

千葉県鴨川市 K様邸

当社では珍しいセルフビルドのフィンランドログハウス。 随

大きなウッドデッキが特徴のログハウス。 別荘としての使用

所に凝らした工夫が光るプランになりました。 愛着のある 1

を想定しており、趣味を盛り込んだプランとなりました。アウ

棟になりそうです。

トドアが捗りそうです。
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