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リモートワークを
もっと快適に。
希望に満ちた
新年を迎えよう。

仕事時間を快適にするヒント。
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14 希望に満ちた新年を迎えよう。
19 〈ハミルトン〉特別な日のクライマックスは眩いタイムピースの出番です。
20 年末年始の長い休みに見たい映画10選。

意識の高い人たちが暮らす、
自然が
豊かなパシフィック・パリセーズ。

テメスカル・キャニオンを上るとサンタ
モニカ・マウンテンに繋がるトレイルが
あり、
週末になるとローカルのジョガー

サンタモニカの北隣に位置する、
森の

やドッグウォーカーたちで賑わう。

21 〈ハミルトン〉本物だけが持つ存在感を毎日つけこなす楽しみ。

斜面に豪邸が並ぶ小さなビーチタウン。

22 楽そうに見えて案外キツイ
＂寝ながらトレ＂。

ここはファミリーや高齢者が穏やかに暮

この街は、
強制待機命令が下された2020

24 おせち料理の残りを朝食に簡単アレンジ。

らす高級住宅地。
近くのウィル・ロジャー

年3月以降、
人々は外出を控え、
静けさを

26 〈フィスカース〉楽ちん・美味しい・お洒落なクックウエアで食卓が豊かに。

ス・ステイト・ビーチは、
隣のサンタモニ

保っていた。
中心街にあるレストランや

27 年末年始を快適に過ごせるものを手に入れよう。

カほどポピュラーではないが、
駐車場が

カフェがクローズ中の期間は閑散とした

28 〈プルーム・エックス〉限定色のデバイスで弾ける香りと味わいを楽しむ。

広く美しい夕陽を眺められることで有名

空気が漂っていたが、
現在はマスクなし

29 〈ズーム〉どこよりも心地いい「家が一番」
といえる贅沢！

なため、
夕方のサンセット前ともなると

で街を散歩する人たちが大半になり、
街

30 〈トヨタ〉充実のワーケーションに楽しいSUVを選ぶ理由。

多くのドライバーが海沿いのハイウェイ

に活気があふれてきた。
このエリアを含

（PCH）
から立ち寄る。
スウェルが来れば

めL Aでは感染者数が激減し、
平穏な日常

サーフィンも楽しめる。
そのビーチから

ビーチと森に囲まれた避暑地のような

がようやく戻ってきたと肌で感じられる。
撮影＝宮崎良将

文＝高橋百々
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千葉・館山の穏やかな自然の中に建つ、
モダンでラグジュアリーな
〈ケアンズハウス〉
。
本館とアネックス館の 2 棟からなる
〈ケアンズハウス〉
は、東 京からクルマで約 1 時 間 3 0 分 。海と山の両 方
を楽しめる立 地で、
リゾート感 覚あふれるモダンな空
間にゆったりとした時 間が 流れる。1 棟 貸しのスタイ
ルでワーケーションにも対 応 。高い天 井のリビングは
開放感たっぷり。窓から美しい山の稜線を望む。
千葉県館山市見物535-1
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＂me time＂ Overseas

自然の中の生活を
自分たちの手で作る。

クリス・マーシェロさん
（サスティナブルファーム＆ランチ経営会社オーナー）
クリステン・ショナートさん
（教師、
デジタルマーケティング＆プレス）

3 年前に知人を通じて知り合い、スケボーなど
共通の趣味をきっかけに交際へ発展。自宅待機
期間中に２人の関係は深まり、半同棲生活をス
タートさせました。クリステンはクリスの会社
ecologyartisans.comのPRもサポート中。

豊かな自然の中でサスティナブルな生

活を楽しんでいるクリスとクリステン。

自宅待機命令が出た２０２０年の３月か

ら、クリスの住むサンディエゴのキャニ

オンで一緒に暮らしている。

デニングやＤＩＹを楽しみながら、お互

「 ２ 人 で 過 ご す 時 間 が 増 え 、一 緒 に ガ ー

いを理解し合えたんだ」
と、
穏やかに話す

クリス。ファームやランチ（牧場）を経営

するクリスは、コロナによる被害は少な

かったものの、ミーティングや週末に行

っていたファームのワークショップなど

はキャンセルに。
一方、教師であるクリス

テンは、授業やミーティングがオンライ

ンに切り替わったことでどこでも仕事が

できるようになりました。

の家で、今は仕事もできるようになった

「以前は週末しか泊まれなかったクリス

のは夢のよう。最近は自分のオフィスが

欲しくなり、母屋の近くにある小屋を自

愛犬たちとともに暮らす２人は、いま

分でリノベーションしているのよ」

や息ぴったり。最近は、不要になったベッ

ドをステージがわりに使い、クリスのベ

ースやドラムを使ってジャムセッション

も楽しんでいるそう。２人だけの時間が

増え、自分たちの手で工夫しながら暮ら

すクリスとクリステン。環境の変化に柔

軟に対応し、絆が深まったカップルの姿

が垣間見えました。

04

＂me time＂
Overseas

01 より自分たちの家に愛着が湧いた。

クリスが3年前から手掛けるD I Yハウス。
家での時間が増え、
より愛着が深まりました。
本人がエン
トランス前に設置したガスコンロ、
裏庭に建てたサスティナブルなバスルームは完成間近。
クリステ
ンのお洒落なトレーラーは、
クリスのサポートのもと、
インテリアの改装がはじまったばかりです。

クリステンの'50sのトレーラーハウ
スが庭をお洒落にグレードアップ。
バスルームのサンルーフはクリスの
案。夕陽が眺められるようにドアを
西側にしたのはクリステンの案！

＂me time＂
Overseas

02

ガーデンワークも
もっと本格的に。
時間ができたぶん、ガーデンワーク
が今まで以上にはかどるようになっ
たといいます。
コロナ禍にはコンポス
トで良質な肥料作りに励み、今年は
グレープの苗を植えました。
２人で作
ったビニールハウスには、旬のケー
ルのタネをまいて。
ちょうど土からス
プラウトが顔を出していました。

自然を愛する２人は常に植
物やサスティナビリティに
ついて熱く語っています。
クリスが手にしているのは
2人のお気に入り写真集『g
rasses』。バイブル的存在だ
そう。話がつきない彼らを
見守るのはクリスの愛犬フ
ィネガン（左）とクリステン
の愛犬ミスター・スクラッ
フルズ
（右）
。
２匹の距離もま
すます縮まっているみたい

＂me time＂
Overseas

03 家族の時間が充実。

2人と２匹の共同生活。お互いの仕事が忙しくても、夕陽の時間には２人
で所定のベンチに座り、1日の出来事を語り合うのだそう。愛犬同士もす
っかり仲よしです。
「なにか新しいことをはじめよう」というクリステン
の呼びかけではじめたセッションは、家の中で楽しく響きます。

今の季節は、
レモン、
キンカンなど柑橘系フルー
ツのほか、
ザクロも豊作。
いつも以上に出来栄え
がいいのは、
２人で世話を頑張った成果です。
ク
リステンは犬の散歩中に果実を味見！

２棟のコテージからなるケアンズハウス。
本館は
２階建てで、
261㎡とゆったり。温暖な気候ゆえ、
コテージの周囲をソテツやヤシなど亜熱帯の植
物が飾る。
海まで徒歩5分、
気分転換もできる

Workcation

01

男：ジャケット18万1500円（ジェームスグロース／グリニッジ ショールーム）、スウェット
シャツ1万7600円（スローン）、デニムパンツ2万6400円（サンディニスタ／トゥー・ステッ
プ）、ニットキャップ4180円（ニューエラ）、ネックレス1万6500円（シンパシー・オブ・ソウ
ル／S.O.S fp 恵比寿本店）
、
スニーカー2万9700円（ニューバランス／ニューバランス ジャ
パンお客様相談室） 女：ポンチョ3万8500円、パンツ3万1900円（以上スローン）、カットソ
ー3080円（ヘインズ／ヘインズブランズ ジャパン カスタマーセンター）、サングラス3万
6300円（アヤメ／ジービーガファス）、ピアス1万8700円、バングル2万9700円（以上シンパ
シー・オブ・ソウル スタイル／S.O.S fp 恵比寿本店）、ストール6万2700円（ジョシュアエリ
ス／グリニッジ ショールーム）
、
バッグ3万5200円（タスティング／グリニッジ ショールー
ム）
、
スニーカー4万9500円
（フィリップモデル／トヨダトレーディング プレスルーム）

天井の高いリビングと
BBQ可能な庭は開放感たっぷり。

気持ちのいい天井高７mのリビングに、ウッドとレザーのインテリアが
海外風。インテリアを彩る壁画アートが描かれたダイニングに、
フル装備
のカウンターキッチンも備える。清潔にこだわった客室は３タイプ。
庭に
はBBQエリアがあり、もちろん食材の手配もOK（別料金）
。

リモートワークを
もっと快適に。
オフィスを離れて仕事をする機会が増

働く場所や時間をあ

えた今。みなさんの仕事は効率よくはか

どっていますか？

る程度自由にできるということは、自分

のスタイルで仕事ができるということ。

そうとなれば仕事環境にもひと工夫。さ

らに効率と快適を求めると、毎日がもっ

と充実するかもしれません。たとえば話

題のワーケーションにしても、思い切っ

て１棟貸しの別荘を利用。海沿いなら潮

騒をＢＧＭに企画書を作り、山の中であ

れば凛とした木立を前に集中力も上がる

というものです。もちろん夕食のＢＢＱ

を楽しみにすると気分も上がるでしょ

う。「そこまでは……」
という人でも、
自宅

やカフェでの仕事をもっと効率的に自分

らしくできればいい話です。最近ではリ

モートワークに応える便利なグッズが増

えてきました。これを上手に活用してテ

キパキと仕事を片づけると時間の効率化

A千葉県館山市見物535-1 ☎0470-29-2006
https://sana-resorts.com/

に も 繋 が り ま す 。そ こ で 生 ま れ た 時 間

ケアンズハウス

は？ どうぞ、
家族と一緒にお楽しみを。

上：本館の吹き抜けのリ
ビングは自然光がたっぷ
り。スチールや石材がグ
レード感をアップ 下
右：炭火を囲みながら楽
しめる B B Q ガーデン
下左：ダークグレーでま
とめたシックな寝室

06

Workcation

03

森の中に佇んでいるような
ガラス張りのヴィラ。

Workcation

02

隠れ家ビーチに佇む
ラグジュアリーな1軒家。

軽井沢の緑深い別荘エリア内。約2600㎡の敷地に5棟のヴィラが点在。

葉山御用邸のほど近く、
森戸海岸と一色海岸に挟まれた、プライベート感

間取りや広さはそれぞれ異なるが、ぐるりとガラス窓で囲まれたデザイ

たっぷりの三ケ下海岸が目の前に。1階のリビングやテラスはまるで海

ンは共通。寝室やバスルームが分かれた造りの部屋では、
移動も森を歩い

に浮かんでいるよう。
２階の寝室はベッドが海と向き合うレイアウトに。

ているよう!?

使い捨てのプラスチック製品をできるだけ利用しないなど、エコなお宿。

床の放熱器から暖気を取りこむシステムで、
冬も暖か。

上：広さは80～130㎡と、
それぞれ異なり、インテ
リアも建築に合わせてデ
ザイン 下右：朝、
森の中
で目覚める感覚。もちろ
ん、カーテンやシェイド
もあるのでご心配なく
下左：夜もロマンチック

上：リビングは三ケ下海
岸のパノラマビュー。好
きなだけ海を満喫 下
右：2 階ベッドルーム。ベ
ッドに横たわりながら、
海の眺めを 下左：波音
に包まれるテラスには、
気分爽快なビューバスが

森の離れ

THE HOUSE Hayama

A長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字境新田小花沢道下1044-1 ☎0267-31-5289
https://sites.google.com/musashicorp.jp/morinohanare

A神奈川県三浦郡葉山町一色2400-7 電話番号は非公開
https://www.thehousehayama.com/

Workcation
Workcation

05

1棟貸し別荘で極楽ワーケーション。
＂新習慣＂といわれたワーケーションもすっかり定着。ホテルもいいですが、のびのび過ごすなら
別荘の 1 棟貸しという手もあります。家族や友人と我が家にいるようにくつろげて、なによりほかの
ゲストとは非接触。オーナー気分だって味わえます。このご時世にはぴったりの宿泊スタイルです。

海を感じながらの
ワーケーションにぴったり。

Workcation

04

東山の自然を間近に感じる
木のぬくもりの家。

淡路島の北東部、釜口のシーサイドに佇む2階建ての1軒家。海に面した

京都は東山、山王神社西2軒隣。市内にありながら、眼下に国有林の緑が

テラスのカウンターテーブル（コンセントあり）や、大きなテーブルを置

広がり、
冬は椿、
春は山桜など、
四季折々の自然が愛でられる。大きな開口

くダイニングなど、仕事にも、会議にも使えそうなレイアウト。１階に３

部のリビングは周囲とシームレスに繋がり、緑の光が室内に。バスルーム

寝室あり、うち１室は２段ベッドが２台、最大８名まで収容可能。

の窓も全開でき、
開放的なバスタイムに。６名までの１組限定。

上：仕事の手をしばし休
め、海を眺められるテラ
ス。最高の気分転換！
下右：リビングやダイニ
ングからの眺望も上々
下左：落ち着いた色調の
ベッドルーム。手頃なプ
ライスも嬉しい

上：国有林の森を借景に
した 400 坪の敷地。リビ
ングは床暖房なので、快
適に景色を堪能できる
下右：天然木を使い、木の
香りに包まれる寝室 下
左：長風呂必至の眺めの
いいバスルーム

ヴィラオーシャン釜口

清閑寺池田倶楽部

A兵庫県淡路市釜口2236-1 70120-81-8835
https://villa-mon-temps.jp/kamaguchi/

A京都市東山区清閑寺池田町35-2 ☎075-202-8672
https://i-seikanji.jp/
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問グリニッジ ショールーム ☎03-5774-1662 スローン ☎03-3448-0207 トゥー・ステップ ☎03-5794-4343 ニューエラ https://www.neweracap.jp/
S.O.S fp 恵比寿本店 ☎03-3461-4875 ニューバランス ジャパンお客様相談室 70120-85-7120 ヘインズブランズ ジャパン カスタマーセンター 70120-456-042
ジービーガファス ☎03-6427-6989 トヨダトレーディング プレスルーム ☎03-5350-5567

Work From Home

家でのリモートワークをより快適にするグッズ。
コロナの影響ではじまったリモートワーク。
通勤がないのは楽だけど、
オフィスのように環境は整っておらず、
やりづらさやストレスを
感じることも少なくないはず。
そんな悩みはこんなアイテムを導入すれば
解決するかも。
仕事の効率化とともに、
ブレイクタイムの充実も。

02
03

Work From
Home

02

長時間オンライン会議でも
耳が痛くならない。

オンラインの会議などで、耳が痛くなったことが
ありませんか。それなら、こちらを検討してほしい。
首にかけるだけで音がきれいに聞こえて通話も
OK。深夜のテレビも迫力のサウンドで楽しめます。
耳を塞がずに音が聞こえる＂ワイヤレスネックスピーカーシス
テム SC-WN10＂。
PCやスマホにも簡単に接続できて、マイクも
搭載しており、
オンライン会議で自然に会話ができる。1万7000
円
（パナソニック／パナソニック DIGA・オーディオご相談窓口）

Work From
Home

03

机の上で場所をとらずに
ワイヤレス充電。

オフィスより狭いスペースでリモートをしている
人は当然多いはず。だから、少しでも場所をとらな
い工夫が必要。そんなとき、空中で充電できて、ケ
ーブルもごちゃごちゃしない充電器は便利。
1台で３つの充電が同時にできる＂MagSafe 3-in-1磁気ワイヤ
レス充電器＂。iPhone12以降用のマグセーフ対応充電スタンド、
アップルウォッチ用の磁気充電モジュール、エアポッズ用充電
パッドを搭載。1万6159円
（ベルキン／ベルキンジャパン）

Work From
Home

01 空気がきれいだと仕事も進む！？

当然ですが、ホコリっぽい部屋よりも空気がきれいな部屋のほうが
快適です。これは花粉やウイルス、ハウスダスト、ニオイだって吸引
してくれる。
もう集中力を邪魔するものはない。

活性炭脱臭フィルターと独自の抗菌
GreenHEPAフィルターを一体化した、
MAX2 Greenフィルターを左右両サ
イドに搭載した＂エアメガ400S＂。専
用アプリで遠隔操作や部屋の空気質
情報がわかる。7万3480円
（コーウェ
イ／コーウェイ・ジャパン）
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Work From
Home

08

08

06

04

09

07

05

画面を遠くに離しても
楽々キーボード操作。

Work From
Home

06

アイデアが浮かぶ!?
俯瞰で見る横長ノート。

Work From
Home

04

オンライン会議で
マイノートを画面共有。

ノートPCで作業中、背中や腰が痛む……。その原

オンライン会議中などでは、パソコンの前でノー

オンライン会議で手書きのノートで補足説明した

因はキーボードと画面がカラダに近いから。解決

トをとる場面も多い。そんなときはスペースに合

くなったとき、気軽にノートを画面共有できたら

策は、別途キーボードを用意すること。画面を遠ざ

った横長ノートが便利。横長はアイデア出しにも

すごく便利。そんな機能を持ち、卓上LEDデスクラ

ければ、視野も広がり背筋がのびて楽になる。

向いているので、
いい企画が思いつきそう⁉

イトとしても使えるスキャナーがコレ。

ミニマムなサイズと操作のしやすさを両立した＂ M X K E Y S
MINI＂。すべてのキーがすぐ届くところに配置され、腕の動きが
最小限で済む。ワイヤレスなのでケーブルがゴチャつくことも
ない。
1万3860円
（ロジクール／ロジクール カスタマーサービス）

人気メモブランド、
〈ロディア〉の＂ウェブノートブック ランド
スケープ＂。メモパッドのデザインを踏襲するのに加え、品のあ
る合皮カバーを採用。置いてあるだけで、できる大人を演出 !?
A5サイズ2640円（ロディア／クオバディス・ジャパン）

下に置くだけでスキャンできる＂Aqual A4ドキュメントスキャ
ナー＂。ZoomなどのWebカメラに対応し、本体の下に置いた書
類などを動画で画面共有可。卓上LEDデスクライトとして使用
可。
2万9800円（アペックス／アペックスサポートセンター）

Work From
Home

09

仕事が一段落したら
極上のコーヒーで一息。

Work From
Home

07

ソファでくつろぎながら
優雅＆快適にお仕事。

Work From
Home

05

書類の見やすさがアップし
省スペースにも役立つ。

集中力を高めたり、休憩中にホッとしたり、仕事に

リモートワークのためとはいっても、デスクを部

書類を見ながら作業するとき、目線や首をいちい

コーヒーは必需品という人も多いだろう。そんな

屋に置くのは抵抗がある。
それなら、
膝上がワーク

ち動かすのが面倒な人。また、書類も置けないほど

人の願いは家の中でカフェ並みのコーヒーが飲め

デスクになる〈ヨギボー〉のトレイを使ってみて

狭い場所で仕事をしている人。このクリップボー

ること。
〈バルミューダ〉ならそれが実現します。

は？ 動画視聴にも使えて、
手放せなくなるはず。

ドを使えば悩みはすぐに解決します。

緻密な温度制御など革新的な抽出法のクリア ブリューイング
メソッドを採用。コーヒーの味や香りを引き出しつつ雑味のな
い後味に仕上がる＂バルミューダ ザ・ブリュー＂。レギュラー、ス
トロング、
アイスの3モードが選べる。
5万9400円
（バルミューダ）

すべり止めのついた大きなトレイの下に、
〈ヨギボー〉と同じ生
地のクッションがついている＂トレイボー2.0＂。柔らかく太腿に
フィットするので安定感があり、
角度調節も自在。
パソコン作業
や書き仕事、
読書や勉強にも使える。6578円
（ヨギボー）

スタンドを立てて自立し、書類が見やすくなる＂クリップボード
スタンド付き＂。スタンドは 3 段階で角度調節が可能で、好みの
位置で使える。スタンドを収納すればクリップボードとして使
用可。
726円（リヒトラブ／リヒトラブお客様相談窓口）
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問コーウェイ・ジャパン ☎0800-999-0213 パナソニック DIGA・オーディオご相談窓口 70120-878-982 ベルキンジャパン 70120-532-372
アペックスサポートセンター ☎0570-021-051 リヒトラブお客様相談窓口 ☎06-6946-3931 クオバディス・ジャパン ☎03-3411-7122
ヨギボー 70120-941-533 ロジクール カスタマーサービス ☎050-3196-5644 バルミューダ ☎0120-686-717

カフェでの仕事のストレスを減らす。
家では仕事に集中できないからと、カフェで仕事をする人も多い。
コンパクトでカフェの
テーブルでも場所を取らず、しかも便利なアイテムを持っていけば、
もっと作業はスムースに
進むはず。さらにケーキセットを食べれば、面倒な仕事もやる気になるかも!?

Nomad
Work

01 視界も目元も明るくなる眼鏡。

仕事中、
なんだか目が疲れやすかったりしたら、
リーディンググラス
を検討してみては？

老眼は30代からはじまるので30歳以上なら、

使っても早すぎることはない。
目の前が見違える瞬間を体験しよう！
ボストンとウエリントンの間をとったボスリントンデザインの1本。リーディンググ
ラスっぽくないデザインが◎。
軽量素材を使い、テンプルが外側に開くバネ蝶番を採用。
ブルーライトカット機能付きで疲れにくい。
6600円（イジピジ／イデアポート）

Nomad
Work

03 カフェにいるのに静寂が訪れる。

気になる雑音はカフェで仕事をするときの天敵。我慢するより＂ノイキャ
ン＂イヤフォンでシャットダウンしてしまおう。装着した途端、それまでの
喧騒がスッと消えて静寂が訪れ、目の前の仕事に没頭できます。
アクティブノイズキャンセリングを搭載し、周囲の音を遮断できる＂ジャブラ エリー
ト7プロ＂。ヒアスルー技術により、内蔵マイクで周囲の音を拾って聞くこともできる。
連続で最大8時間の使用が可能。
2万7280円（ジャブラ／ジャブラ サポート）

Nomad
Work

02 わずかなスペースでも使えるミニマウス。

やっぱりパソコン作業はマウスがあったほうがいい。カフェで使う
なら、
持ち運びが簡単なミニサイズでワイヤレスが一番。資料がたく
さんいる仕事でも、
スペースをとらずラクラク操作ができます。
重さわずか37gの
＂Rapoo M600mini＂
。
指先でつまめるサイズで持ちやすく、狭い場所
でも操作しやすい。
マルチペアリングに対応し最大３台のデバイスと接続が可能。パソ
コンでもタブレットでもこれ１個で操作できる。
3680円（ラプー／ユニーク）

Nomad
Work

04 複数同時充電も急速充電もおまかせ！

コンセントの有無はカフェワークの大きな悩みのひとつ。使えたと
しても１テーブルにひとつだったりする。そんな環境で複数のデバ
イスを充電するには、USBポートを複数搭載した充電器が役に立つ。
３つのUSBポートを持つ＂アンカー パワーポート３ エリート＂。２つ搭載したUSB-C
ポートのうち、20W出力のポートは、一般的な充電器よりiPhone12、13を最大3倍速く
充電できる。4990円
（アンカー／アンカー・ジャパン カスタマーサポート）
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Nomad Work
Nomad
Work

05 スマホスタンドにも小物収納にも使える。

仕事道具はひとまとめにして持ち運んだほうが絶対に便利。
＂ビズラッ
ク＂
ならケーブルやペン、
イヤフォンやマウスなどをひとつにまとめられ
て持ち運び簡単。
いつもこれにまとめておけば忘れものもなくなりそう。
複数のポケットに仕事道具をひとまとめにして持ち運べる＂ビズラック ラップトップ
オーガナイザー＂
。
左右を折り曲げると自立し、スマホスタンドに変形。左右を開くとゴ
ムバンドでノートPCに装着可。
3520円（コクヨ／コクヨお客様相談室）

Nomad
Work

07 暗所でもラクラク書ける。

おしゃれなカフェは照明が暗めなところが多いもの。PC作業はいい
けど、紙にものを書くときはちょっと不便を感じることもある。
そん
なときはペン先が光るボールペンを1本持っていけば万事解決。
ペン先にライトを搭載した
＂ライトライトα＂
。
暗い場所でも光を照らして書けるほか、
ペン先とノック部分に蓄光パーツを搭載。
暗い場所でもペンの場所がわかる。
ノックだ
けでライトのオン・オフができるのもいい。
660円（ゼブラ／ゼブラお客様相談室）

Nomad
Work

06 薄くて軽いA6サイズの電子メモパッド。

後で処理するタスクや今日のToDoなど、
ちょっとしたメモを書き残すな
ら、
何度も書いて消せるデジタルメモパッドが環境にも優しい。
アイデ
ア出しでも活躍するので、
いつも手元にひとつ置いておくと重宝します。
何回も書き消しできる＂ブギーボード BB-14＂。アイデアを直感的に書けるほか、消す
ときはワンタッチ。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶を採用し、細かいニ
ュアンスも表現できるのが嬉しい。
3520円（キングジム／キングジムお客様相談室）

Nomad
Work

08 首や肩が楽な状態でPC作業できる。

カフェのテーブルは必ずしも作業に向いていない。無理な姿勢のま
まパソコンで仕事をしていると首や肩が痛くなってくることも。も
っと楽に仕事がしたいなら、パソコンスタンドを導入しよう。
ノートパソコンの下に置くと、
角度をつけられる超薄型ノートパソコンスタンド。
ハイ
モードとローモードの２種類に高さを変えられて、環境に合わせてベストな高さが選
べる。
折りたたむとシート1枚分の薄さになり、
携帯性も高い。
2980円（モフト）
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問イデアポート https://ideaport.co.jp/contact/ ユニーク ☎04-7128-6556 ジャブラ サポート 70120-818-203 アンカー・ジャパン カスタマーサポート ☎03-4455-7823
コクヨお客様相談室 70120-201-594 キングジムお客様相談室 70120-79-8107 ゼブラお客様相談室 70120-555335 モフト https://www.moftjapan.com/page/contact-us

五十嵐：ニット9万4600円、コーデュロイパン
ツ3万7400円
（以上セブン バイ セブン／サカ
ス ピーアール）、長袖Tシャツ1万3200円（ラ
グ & ボーン／ラグ & ボーン表参道店） 本
田：ワンピース 6 万 8200 円（デパリエ／ビギ
デパリエ 事業部）、イヤーカフ 7700 円（プラ
ス ヴァンドーム／プラス ヴァンドーム 新宿
髙島屋店）
、
その他はスタイリスト私物

The Time
Spend
Together

01

おウチ時間が増えて
主人の家事スペックが
上がりました
（笑）。
（本田朋子）

The Time
Spend
Together

02

外食が減って、
コンディション作りは
やりやすくなった。
（五十嵐圭）

便利さよりも心地よさを
意識するようになった。

The Time Spend Together

おウチで過ごす時間が増えたからこそのお楽しみにな

〈バルミューダ〉の空気清浄機。
「家電も多機能ではなく、シンプ
ルなものがいいという意識変化
があり、これを選びました。ほん
のり明かりも灯せ、癒し効果も
あります」と本田さん。

コロナ禍を経験したこの２年間に、新
さんと本田朋子さん。新潟アルビレック

潟から群馬に住まいを移した五十嵐 圭
スＢＢで、２０１６年から活躍した五十
嵐さんが、今期から群馬クレインサンダ
ーズに移籍したからです。ふたつの地方
都市でコロナ禍を過ごす中で、最も変化
を感じたのは食事なのだとか。
「当初は新潟で暮らしていましたが、や
はり地方でも以前のように外出や外食が
できない状況になり、おウチご飯を家族
みんなで食べる機会が増えました。そん
な中でも楽しもうという気持ちから、ス
ーパーでちょっといい食材を調達して、
主人と息子と一緒に美味しく食べたり。

「交友のある畑野ひろ子さんが
手掛ける
〈ウィルガーデン〉のド
ライブーケを、取り寄せて飾っ
ています」
と本田さん。会えなく
ても、花を頼むことで繋がって
いられる気がするのだとか。

ありがたみを感じるようになりました」

「食器洗いは、空気を察してはじめたと

んやらないと気がすまないタイプのよう。

五十嵐さんは、やると決めたらとこと
と本田さん。
五十嵐さんも、
おウチご飯を

ころも（笑）。やっぱり妻が育児で大変な

の価値観の変化も感じているようです。

本田さんは、
コロナ禍を経て、自分自身

のを見ているのに、
あ〜、疲れたなって休

化を感じたことといえば、外食が減った

「意識的な変化として、シンプルなもの

んじゃダメだと思いまして。もともとき

ことでオフシーズンに大きく体重変動し

を求めるようになりました。家の中のも

いるようです。

なくなったこと。コロナ禍前はオフにな

のも、便利だからといって過度にいろい

「焼肉屋さんからお肉だけをテイクアウ

るとシーズン中はなかなか会えない人た

ろものを置くのではなく、心地よい空間

れい好きなので、やりはじめたら食器洗

ちと会食をする機会がよくありました。

を作れるものだけを置いておきたいとい

いもちゃんとやらなきゃという気持ちに

でも、
それが減ったこともあり、シーズン

う気持ちに。住みたいと思う場所に対す

トして、おウチで本格的な焼肉を味わっ

開幕に向けてコンディションは作りやす

る考え方も変わって、なんでもある都会

なるので、
全然苦じゃないです」

くなりましたね。バスケットボールを続

というより密を気にせず伸び伸び遊べる

てみたり、自分たちなりに工夫して楽し

けていくうえでは、結果的によかった面

「主人は、もともと洗濯はやってくれて

になれる生活が一番。そんなシンプルな

になったり。やっぱり、
心とカラダが健康

空間がある場所があればいいと思うよう
いたのですが、３歳になったばかりの長

考え方にたどりついた２年間でした」

食事に加え、
家事も一緒にするように。

もあったかもしれません」

んできましたね。そうした中で僕的に変

食べる機会が増えたこと自体を楽しんで

りもして。
そういったなにげないことに、

洗いもやってくれるようになりました。

シンプルでいいという
意識変化が家電選びにも。

食器ひとつひとつきれいに洗ってくれて。

なかなか会えない友人と
繋がるためのお花。

化も避けられますからね
（笑）
。
また、
そう

京都の料亭〈雲月〉の小松こんぶ
とじゃこで、ご飯のお供を贅沢
に。贈りものとして利用してい
たが、コロナ禍でおウチでも食
べるようになったんだとか。ご
飯がすすむ1品。

やって家でゆっくりご飯を食べる機会が

ご飯のお供にこだわって
ちょっと贅沢なおウチご飯。

主人の家事のスペックが、すごく上がっ

ごす日常が、
快適で楽しいものになるんだとか。

増えたことで、ひとつひとつの食材から

てくれるドライブーケがあるだけで、家族みんなで過

たかもしれません
（笑）
」
と本田さん。

せアイテム。
美味しいご飯のお供や、部屋を華やかにし

四季を感じられることに改めて気づいた

っているのが、ちょっと贅沢な気分になれるお取り寄

男の育児も重なったこともあって、食器

問サカス ピーアール ☎03-6447-2762 ラグ & ボーン表参道店 ☎03-6805-1630 ビギ デパリエ 事業部 ☎03-6696-6745 プラス ヴァンドーム 新宿髙島屋店 ☎03-5361-1474
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ご飯のお供や調味料にこだわってみたり

1980 年、新潟県生まれ。Bリーグ開幕の 2016
年から新潟アルビレックスBBで活躍する。今
期からB1に昇格した群馬クレインサンダーズ
で日本一を目指す。本田朋子さんとは2013年
に結婚した。

するように。おウチご飯をグレードアッ
プできる工夫を凝らすことで、マンネリ

1983年、愛媛県生まれ。フジテレビを経て、フ
リーアナウンサーに転向。
2018年に第1子男児
を出産。アスリートフードマイスターの資格
を取得し、
夫の体調管理を支えている。初の料
理本
『本田朋子のWeekly献立』
が絶賛発売中。

お取り寄せアイテムで
おウチ時間をより楽しく。

五十嵐圭

Column
本田朋子

希望に満ちた新年を迎えよう。
2022年は今までとは違い、
希望と笑顔にあふれる年にしたいものです。
そのための第一歩として、
新年を健やかに迎えられるように
今のうちから整えておきませんか？

まずは、
お正月の三が日を家族で楽しく過ごすための新しい飾りや道具を用意。そして、来年の

干支・寅年にちなんだグッズを部屋に置いたり、
身につけたりして家族の幸せを願うのもいいでしょう。さらに心機一転、
お財布を新調してみるなんてことも。思わぬ金運に恵まれるかもしれませんよ。

New Year’s
Decoration

01

和室にも洋室にも馴染む
繊細なガラスの鏡餅。
お正月といえば、欠かせない筆頭が鏡餅。とい
っても、こちらは食べるお餅ではなく、透明感
が凛とした気持ちにさせてくれる、ガラス製。
橙も光沢感のある正絹の組み紐で丁寧に作ら
れ、
いつものお正月もワンランクアップ!?
鏡餅は上下で分かれており、重ねるとちゃ～んと水引の
結び模様が浮かび上がるデザイン。敷板は目の揃った吉
野檜。
窓際に置けば光輝いて、小さいながら本格的かつ現
代的な鏡餅が楽しめます。
8800円（中川政七商店 渋谷店）

この数年でライフスタイルの多様化が急

激に進んでいます。従来のように大家族で

集まってワイワイ過ごす、お正月はもちろ

んいいものですが、それができないという

家 庭 も あ る で し ょ う 。と な る と 、当 然 の こ

と、お正月のために用意する飾りや道具も

変わってきます。大家族で集まれる、大きな

家であれば、立派な門松やしめ縄も必要で

すが、マンションや都会での生活では実際

飾れなかったり、ちょっと不似合いだった

りもありえます。そこで、そうしたニューフ

ァミリーに向けたお正月グッズをここでは

紹介してみます。どれもお馴染みのものば

かりですが、
コンパクトになっていたり、
素

材やデザインがモダンになっていて、デジ

タル家電に囲まれたライフスタイルにも似

合うようになっています。
もし、お正月は家

族や夫婦だけで過ごすというなら、これで

また、これなら友人が遊

も十分にお祝い気分が盛り上がるのではな

びに来たときも、伝統の行事を大切にして

いでしょうか？

いる〝心〟
は見せられるはずです。

New Year’s Decoration

2022年のお正月は
モダンにお祝いする？
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New Year’s
Decoration

03

食が豊かになるよう
願いをこめたリース。

New Year’s
Decoration

02

新春にふさわしい
洗練された門松。

リビングを一気にお正月モードに
する効果があるのは、壁飾り。目の

お正月飾りの中でも門や玄関に飾

いきやすい高さに飾ると、一段と

られる門松は、年神様が迷わず家

映えます。縁起のいい竹素材のも

に訪れるための目印。こちらは高

のなら、より幸せな気分に!?

さ30㎝弱の門松。自立してくれる

竹が放射状に広がるデザインは、古きよき
雰囲気ながら現代的。
和、
洋室どちらにも似
合う、輪弧水引リースです。
＂食を豊かに＂
と
願 っ て 稲 穂 と 厄 除 け の 御 幣 を 。S サ イ ズ
3300 円、L サイズ 4180 円（以上公長齋小菅
／公長斎小菅 楽天市場店）

作りなので飾る場所を選びません。
松を表す水引の緑に、吉祥紋で
ある笹と鯛のお飾り。そして、し
め縄をあざやかな赤い組み紐で
巻いた卓上用の門松。台座には
桐を使用。部屋も気分も贅沢に
してくれます。
9350円
（ハレ バイ
スタジオ ガラ／スタジオ・ガラ）

New Year’s
Decoration

04

元旦に景気よく
鏡開きはどう？
新しい年を気持ちよく迎えたら、次
はお正月らしい賑やかさもほしいと
ころです。
であれば、
テレビで見る伝
統的な鏡開きを家族でやるのも楽し
そう。
ご近所さんも招いてみる？

紅白の扇、
水引、
松、紙輪、赤
紐、
梅枝など。
どれも縁起の
いいものばかりをコンパク
トにおさめて、モダンなデ
ザインに落としこんだ壁飾
り。玄関や壁に簡単に取り
つけられます。590円（無印
良品／無印良品 銀座）

テーブルの上でできるミニ鏡開きセット。木
槌で菰樽の真ん中を叩くと鏡板が跳ね、小さ
くても迫力満点。
鏡板はマグネット式で、
何度
も使えます。お正月のギフトにも個性的で喜
ばれそうです。
8250円（岸本吉二商店）

New Year’s
Decoration

06

晴れの日には欠かせない
お屠蘇もスタイリッシュ。

実用的でもあり、リビングに飾っておいても
美しいシルバー塗りの屠蘇器セット。あまり
見たことのない色合いと輝きなので、友人が
来たときにも目を引くインテリアになります。
GIN胴張屠蘇器 1万6500円（北市漆器店）

お正月の楽しみといったら、
＂お屠蘇の振るまい＂を挙げる
人も多いのでは？

昔ながらの朱塗りの屠蘇器でお酒を楽

しむのも粋ですが、個性的なものを選ぶのもお洒落です。

New Year’s
Decoration

さが
05 た縁起のよ
っぷりつまってる。

お正月に見るだけで、なぜかほっとしたり、お
めでたい気分になったりするのが＂紅白＂の色
使い。飾りはいろいろあるけれど、縁起のよさ
は抜群です。なんだかいいことが訪れそう。

15

問中川政七商店 渋谷店 ☎03-6712-6148 スタジオ・ガラ http://studio-gala.co.jp 公長斎小菅 楽天市場店 http://www.rakuten.ne.jp/gold/kohchosai/
岸本吉二商店 ☎06-6421-4454 無印良品 銀座 ☎03-3538-1311 北市漆器店 ☎0761-77-0123

Year of the Tiger

開運を呼ぶ!?︎
トラグッズ。
そう、ご覧になっておわかりのとおり

トラ、トラ、トラです。もちろん阪神タイ

ガース応援のために集めたわけではあり

ません。そう、２０２２年の干支、それが

トラだからです。干支を飾ることは一番

容易な年神様の迎え方なんて風水の教え

もあるよう。新年の開運の願いもこめて、

２０２２年の干支であるトラグッズを

日々の生活に取り入れてみてはどうでし

ょうか。さらに、来年は＂壬寅（みずのえと

ら）＂にあたり、芽吹きや新たな成長を象

ただ、いわゆる

徴する年なのだとか。なんだかとっても

縁起がいいですよね？

伝統的な干支飾りだとインテリアに合う

毎日のように干支を身近に感じ
る!? 勇猛な表情と反する、
ふわふ

か心配、なんて人はここに紹介している

のチベタンタイガーラグをモチ
ーフにした迫力ある虎。
これなら

ユニークなトラグッズの中から選んでみ

大判のタオルに描かれたのは、
下

てはいかがですか。今年のうちにしっか

勇ましい黄虎か
優美な白虎か？

り用意をして、新年を迎えたら、すぐ飾れ

01

る（身につけられる？）ようにしておくの

Year of
the Tiger

がおすすめです。

日本を代表するタオルの名
産地、
今治のファクトリーで
生産。
リアルな絵柄は、
イン
テリアとして置いてもサマ
になりそう。
W60×H120㎝。
各5940円
（以上キャル オー
ライン／ユナイト ナイン）

わの触り心地もたまりません。

Year of
the Tiger

るなら
02 虎の威を借り
人には見えない場所で。

この雄々しい表情は、身につけるだけで自信をつけてくれ
そう。
大事なプレゼンや勝負事の日に穿いてみて。絵はフジ
ヨシブラザーズという兄弟アーティストによるものだそう。

ユニークなデザインで人気を集
めるボクサーパンツブランド。
そのルックスだけでなく、シー
ムレスな作りや伸縮性の高い穿
き心地も魅力的。3080 円（ビト
ーンズ／バビロンシステム）

Year of
the Tiger

04

家を守ってくれそうな
存在感と温かみ。
世界四大絨毯のひとつとして愛さるチベタン
タイガーラグ。ネパールの伝統工芸品で、職人
によって表情や形が異なり同じものができな
い一点ものです。愛嬌ある顔も魅力のひとつ。

Year of
the Tiger

職人が１枚を完成させるのに、
なんと約
１カ月かかるのだとか。
素材は耐久性に
優れるプレミアムウール。
こちらはソフ
ァ前に敷くラグにもよさそう。W140×
H70×D１㎝。
７万円
（スロータイガー）

03

パンツの裾からわざと
覗かせたくなりそうです。
大きく開けた口で、なんだか憎めない表情の
トラは、丁寧な刺繍で表現。長すぎず短すぎず
使いやすいミドル丈で、是非〈オニツカタイガ
ー〉のスニーカーと合わせたい靴下です。
カラダに有害な物質を含まないことを示すエコテックス認
証を得た糸を使用。
抗菌性も向上しています。
1760円
（オニ
ツカタイガー／オニツカタイガージャパン お客様相談室）

※実勢価格は編集部調べ
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加賀の高級食器、九谷焼を
身近に楽しんでほしいと生
まれたブランド。
転写シール
を用いたイラストが食卓を
和ませます。
各2640円
（以上
クタニシール／上出瓷藝）

Year of
the Tiger

05

食事を終えたら
童心に戻れる⁉
お菓子を盛ったり、取り皿としても
ちょうどいい小皿。その底に描かれ
た
＂へたうま＂
なイラストのモチーフ
は……。
そう、
トラがバターになって

〈キッカーランド〉
はNY発
の玩具メーカー。そのウ
ィットに富んだデザイン
は、世界中で愛されてい
ます。3 枚入り。495円（キ
ッカーランド／MoMAデ
ザインストア 表参道）

Year of
the Tiger

しまう、
あの童話なんだとか。

かわいいだけじゃなくて
06 なにかと使えます。

トラの口から中身を確認できるデザインがユーモラスなジップ
バッグ。子供はもちろん、大人もついキュンとしてしまいます。
お菓子だけでなく、常備薬などを持ち歩くのにも使えそう。

中外陶園は愛知県瀬戸
の老舗陶磁器メーカー。
高い品質もさることな
がら、小さめなので置
き場所も困りません。
1980円（中外陶園×ビ
ームス ジャパン／ビ
ームス ジャパン）

Year of
the Tiger

08

インテリアに馴染む
洗練された姿。
伝統的な干支飾りは、モダンなイン
テリアには馴染みにくいもの。でも、

Year of
the Tiger

07

抱いて寝れば
なんだか安心する⁉

〈ビームス ジャパン〉が別注したこ

今にも
「ガオー」
と聞こえてきそう⁉

ちらは都会的なシャンパンカラーが

悪夢からも守ってくれそうなトラの

洒脱。インテリアを邪魔しません。

イラストのクッションは、コットン
製なので扱い楽チン。寝室にもリビ
ングにも置きたくなってしまいます。

17

トラの縞模様がブランド名になって
いるというのも遊び心たっぷり。ネ
ックピローとしても使えるサイズ感
です。W70 × H20 ㎝。1 万 6500 円（セ
ブン バイ セブン／サカスPR）

問ユナイト ナイン ☎03-5464-9976 バビロンシステム ☎03-5457-1782 オニツカタイガージャパン お客様相談室 70120-504-630 スロータイガー https://slowtiger.base.shop/
上出瓷藝 ☎0761-57-3344 MoMAデザインストア 表参道 ☎03-5468-5801 サカスPR ☎03-6447-2762 ビームス ジャパン ☎03-5368-7300

Lucky Wallet

紙幣をしまうコンパー
トメントは、カードを
しまえるスリット入り。
外側のマチありコイン
ケースはスナップボタ
ンで開閉でき、出し入
れもスマート。
6万7100
円
（ルイ・ヴィトン／ル
イ・ヴィトン クライア
ントサービス）

新しい年を迎えるにあたり、普段使う

ものを新調するのは非常に縁起のいいこ

とだといわれています。特に、新春に買い

替える財布は〝春財布〟ともいわれ、金運

を呼びこみ、お財布が〝張る〟なんていい

伝えも。もし、くたびれた財布を年が明け

小さくたって、
見失わない⁉

ても使い続けようと思っているのならば、

03

絶対に新しいものにしたほうがいい。け

れど、時代はバーコードやカード決済と、

とことんキャッシュレスの流れ。紙幣を

何枚も入れられるような大きい財布とい

うよりも、必要最低限のものがスマート

に収納できる、〝ミニ財布〟のほうが断然、

現代のライフスタイルには合っていると

いえるでしょう。最近では小ぶりなのに

Lucky
Wallet

収納力がある財布が、一流ブランドから

ノグラム＂なら安心感あり。
都会的なモノトー
ンなら飽きが来ることもありません。

も数多く出ています。ここでは紙幣はも

胸ポケットなどにもスマートに収納できる３
つ折りタイプのミニ財布。絶対的定番の＂モ

ちろん、カードを３枚以上、さらに小銭入

3つ折り
type

れも確保されたものという条件でセレク

定番＂モノグラム＂も
ミニ、
あります。

ト。２０２２年はコンパクトなお財布で、

01

賢く身軽に迎えてみては？

Lucky
Wallet

新年に買いたい
新時代の財布。

2つ折り
type

いかにも金運を呼びこんでく
れそうな、
眩しいイエローレザ
ーが印象的。
３つ折りタイプの
コンパクトな作りだけれど、
こ
れならカバンの中でもすぐに
見つけることができそうです。
紙幣を収納するコンパートメントに
は仕切りがついており、領収書など
を分けておきたい人にはもってこい。
手に馴染む上質なカーフレザーを使
用し、使い心地も柔らか。6万1600円
（フェンディ／フェンディ ジャパン）

Lucky
Wallet

3つ折り
type

02

高級感と遊び心が
楽しくミックス。
無難なデザインの財布を卒業したいなら、
定番柄と幾何学柄を組み合わせたコチラは
どう？ 乗馬の世界を着想源にした上品な
柄使いで、
取り出すたびに楽しい気持ちに。

内側には６枚分のカードスロッ
トと、ジップ付きの大きめコイ
ン用スペースが。もちろん紙幣
入れもあり、収納力抜群。ミニ財
布初心者にもオススメです。5
万 3900 円（グッチ／グッチ ジ
ャパン クライアントサービス）

ジップ
type

Lucky
Wallet

04

大事なものは
すべてひとまとめ。
Lucky
Wallet

ブランドで人気の＂パズルバッ

05

懐かしい顔に
無駄のない機能。
レトロで上品な雰囲気漂う＂ヴィンテージ
チェック＂柄に、誰もが親しみを覚えるミニ
ウォレット。とにかく無駄を省いた構造で、
小さなカバンの中でも場所をとりません。

ジップ
type

グ＂をアレンジしたミニ財布は、
見た目もユニーク。
内側にはキ
ーリングも付いているので、
お
金だけでなく貴重品をまとめ
て持ち歩くことができます。
裏側には３枚分のカードスロッ
ト、ジップ内はシンプルなコン
パートメントと、最低限必要な
収納を備えたシンプルさが今ど
き。かさばらない薄さも魅力で
す。予定価格4万5100円（バーバ
リー／バーバリー・ジャパン）

基本的にはコインケースとしての作
りだけれど、紙幣も折りたたんで収
納可能。カードスロットは外側にあ
るので、開閉の手間も省けてしまい
ます。5 万 5000 円（ロエベ／ロエベ
ジャパン クライアントサービス）

問ルイ・ヴィトン クライアントサービス 70120-00-1854 グッチ ジャパン クライアントサービス 70120-99-2177 フェンディ ジャパン ☎03-3514-6187
ロエベ ジャパン クライアントサービス ☎03-6215-6116 バーバリー・ジャパン ☎0066-33-812819
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購入者に先着で
プレゼントされる
ブルーレザーストラップ

女性の目も輝き出す
ダイヤとマザーオブパールをまとった〈ハミルトン〉。

特別な日のクライマックスは
眩いタイムピースの出番です。

小ぶりな28㎜ケースながら、ベゼルと文字盤にあしらわれ
たダイヤモンドの輝きにより、その存在感は抜群。文字盤の
マザーオブパールは、光の角度によって多彩な表情を見せ
てくれるので、眺めるたびにうっとりとさせられるはず。ム
ーブメントは、スイスメイドらしい高性能のクォーツ式を
搭載。工具なしでブレスレットをつけ替えられるイージー
クリックシステムを採用しているので、すぐに簡単に替え
られるのが嬉しい。今なら、購入者に先着でブルーレザース
トラップをプレゼント。ケース径28㎜、クォーツ、
SSケース
＆ブレス、5気圧防水。20万7900円（ハミルトン／ハミルト
ン スウォッチ グループ ジャパン）

ピ

60

なら、お洒落を楽しみたい大人の女性も

く、
自分ですぐに替えられるタイプ。
これ

くれるはず。ブレスレットは今どきらし

手に伝えれば、いっそう愛おしく思って

が施されています。このような物語を相

デル名にもある線路を彷彿とさせる装飾

ションを得たもの。文字盤の外周にはモ

馳せた鉄道用懐中時計からインスピレー

びたケースは、1900年代初頭に名を

デザインが反映されています。丸みを帯

トなモデルも、そのルーツを感じさせる

発祥の時計ブランド。こちらのエレガン

そして
〈ハミルトン〉といえばアメリカ

にまとっているというわけです。

特別な輝きと、唯一無二の煌めきを同時

は天然の素材マザーオブパールを採用。

ースを配置しています。さらに文字盤に

セッティング。ベゼルには贅沢にも

ベゼルと文字盤の中心にダイヤモンドを

ふさわしいタイムピース。
ご覧のように、

ン〉の“レイルロード レディ”は、それに

贈 り た い も の で す 。た と え ば〈 ハ ミ ル ト

期に感謝の意味も含めて、素敵なものを

けにはいきません。1年を締めくくる時

すわけですから、なんでもいいというわ

然ながら、その日のクライマックスを託

るでしょう。
そこで大事なのがギフト。
当

な１日を。そんな計画をしている人もい

ホリデイシーズンには大切な人と特別

Ref. H40391191

大いに満足してくれるはずです。

スウォッチ グループ ジャパン ☎03-6254-7371 写真＝正重智生
（BOIL） スタイリング＝榎本匡寛
（remix）

問ハミルトン
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レイルロード レディ

Winter
Movie

03

アクション

キレッキレのアクションが痛快。

『キングスマン』
製作年／2014年 監督／マシュー・ヴ
ォーン 出演／コリン・ファース、
タロ
ン・エガートン

Winter
Movie

04

Winter
Movie

02

ラブロマンス

年越しのキスもやり直しOKに!?

ロンドンの高級紳士服店
〈キングスマン〉
の実体は、
世界最強のスパイ機関。
不良少年のエグジーは、
キングスマンにスカウト
され、
表の顔は英国紳士、
裏の顔は世界規模の陰謀
に立ち向かう敏腕スパイ
に……。超絶アクション
と洗練された英国スタイ
ルのマリアージュに、思
わず気分が上がること間
違いなし。

製作年／2013年 監督／リチャード・
カーティス 出演／レイチェル・マク
アダムス、
ドーナル・グリーソン

製作年／1995年 製作総指揮・監督／
クエンティン・タランティーノほか 出演／
ティム・ロス、
アントニオ・バンデラス

欧米の年越しパーティで
は、キスを交わすのが習
わし。
でも、
気弱なティム
にそんな相手はおらず
……。しかし自分にタイ
ムトラベル能力があると
知り、よりよい人生を求
めて時空旅行を開始。お
かげで大晦日のキスも成
功。
でも、
本当に大切なも
のってなんなの？ ティ
ムの時空旅行が人生の真
理を教えてくれる。

ロサンゼルスにあるホテ
ルのベルボーイ、テッド
が、大晦日の夜に様々な
騒動に巻きこまれていく。
ハネムーンスイートで不
審な動きを見せる女性た
ちの企みに巻きこまれた
り、宿泊女性の浮気相手
に間違われたり。テッド
の最悪な大晦日は「こん
な年越しは勘弁」と思え
るものだけど、他人ごと
なら楽しめるかも!?

Winter Movie

年末年始の長い休みに
見たい映画10選。

ヒューマン

大晦日に人生の悲しさと喜びが交錯。

明らかに昨年とは世の中の状況が変わ

ってきていますが、
だからといって、
さす

がに密になるような場所へわざわざ年末

だったら大掃除が終わったら、お

年始に出かけることは気が引けません

か？

おばけ退治専門の 4 人組
が、300 年の眠りから目
覚めた霊界の大魔王と対
決。シリーズ第 2 弾の舞
台は、年末のニューヨー
ク。大晦日の夜にゴース
トが大量発生し、混乱に
陥った街を４人はどう救
うのか？ ニューヨーク
ならではの混乱ぶりとそ
の解決法が技アリで、ち
ょっと変わった大晦日気
分を味わえること確実。

ウチでお籠り態勢に入ってしまうのもあ

製作年／1989年 監督／アイヴァン・
ライトマン 出演／ビル・マーレイ、
シ
ガニー・ウィーバー

りかもです。で、こんなとき、ちょうどい

『ゴーストバスターズ2』

いのが映画鑑賞。
当然ですが、
昔のように

09 せわしない年末の街にゴースト発生。

見たい作品を借りるために、外出な～ん

サスペンス

Winter
Movie

05 名探偵の華麗な謎解きですっきり。

『オリエント急行殺人事件』
製作年／2017年 監督／ケネス・ブラ
ナー 出演／ケネス・ブラナー、ジョニ
ー・デップ

SF

Winter
Movie

てことはもうありません。都合のいいこ

変わり者の魔法動物学者
ニュートが、邪悪な企み
を持つ魔法使いに立ち向
かう！ まさに"ファン
タスティック"な世界で
危険に立ち向かうニュー
トの活躍は痛快で、元気
をくれるもの。これ１作
だけでも十分楽しいが、
年末年始を利用して、後
日譚にあたる
『ハリー・ポ
ッター』シリーズまで制
覇するのもいいかも。

とに、オンデマンドの映画チャンネルも

製作年／2018年 監督／デイビッド・
イェーツ 出演／エディ・レッドメイ
ン、
ジュード・ロウ

増えています。まさに家にいながら、
見た

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

い映画を見たいだけ見るにはいいチャン

本選んでみました。

19世紀半ばのアメリカで、
興行師としての成功を目
指すバーナム。アイデア
豊富な彼はオンリーワン
の個性を持つ出演者を集
め、型破りなショーを作
り上げるが……。主演の
ヒュー・ジャックマンら
が物語を紡ぎ、劇中曲を
ダイナミックに熱唱。バ
ーナムの奮闘とドラマチ
ックな音楽が、新しい年
のはじまりにぴったり！

06 魔法の世界の壮大な戦いに興奮。

スです。そこで、年末年始の気分を盛り上

製作年／2017年 監督／マイケル・グ
レイシー 出演／ヒュー・ジャックマ
ン、ザック・エフロン

げてくれる映画を

『グレイテスト・ショーマン』

10

ファンタジー

Winter
Movie

ミュージカル

10 ドラマチックな歌に勇気100倍。

物語の舞台が年末年始となっている作品

ニューヨークのイースト
ヴィレッジで開かれる年
越しパーティに、新しい
年を誰かと一緒に迎えた
い若者たちが集結。恋人
と別れた青年、都会に来
たばかりの女性ら、様々
な状況に置かれた彼らは
新年をハッピーに迎えら
れるのか？ 舞台となる
1980 年代のカルチャー
描写も満載で、年越し気
分を盛り上げてくれる。

を中心にしながらも、笑いあり、涙あり、

製作年／1999年 監督／リサ・ブラモ
ン・ガルシア 出演／クリスティーナ・
リッチ、ベン・アフレック

ハラハラどきどきありで、家族みんなで

『200本のたばこ』

楽しめるものという条件でチョイス。こ

07 ハッピーな新年を迎えるには!?

れらの映画を一緒に見て感動をみんなで

青春

共有して、是非2022年に向けて家族

製作年／2011年
監督／ゲイリー・マーシャル
出演／サラ・ジェシカ・パーカー、
ザック・エフロン

の絆を強くしちゃってください。

タイムズスクエアのカウントダ
ウンイベントが、街行く人々の
気分を盛り上げる大晦日のニュ
ーヨーク。イベントを仕切る女
性、
死を前にした癌患者、
エレベ
ーターに閉じこめられた男女な
ど、街には様々な事情を抱えた
人たちがいる。タイトルもずば
りの"ザ・年越し映画"のコチラ
は、
新年を迎える中で、
それぞれ
の悲しさや喜びが展開。さすが
にまだ海外には行けないので、
年末のNY名物イベントは、映画
の中で楽しむのがオススメ。

Winter
Movie

01

コメディ

ホテルマンのトホホな年末の行方。

『フォー・ルームス』

『アバウト・タイム～愛おしい時間について～』

『ニューイヤーズ・イブ』

Winter
Movie

Winter
Movie

名探偵ポアロが乗った豪
華寝台列車で、アメリカ
人の富豪が何者かに殺さ
れる。雪崩の影響で列車
が立ち往生する中、ポア
ロは乗客に聞きこみを開
始。だが、全員に完璧なア
リバイがあり……。密室
状態にある列車で、ポア
ロの名推理が冴えわた
る！ 謎解きの爽快感が
すっきりとした気持ちで
新年を迎えさせてくれる。

アニメーション

Winter
Movie

08 コアラが、ゾウが！歌って踊る♪

『SING／シング』

製作年／2016年 監督／ガース・ジェ
ニングス 声の出演／マシュー・マコ
ノヒー、
リース・ウィザースプーン

さびれた劇場を経営する
コアラの支配人が、劇場
に活気を取り戻すため歌
のコンテストを開催。歌
唱力抜群だがシャイなゾ
ウ、25 匹の子育てに追わ
れる母ブタらが夢と希望
を胸に集まるが……。キ
ュートすぎる動物たちが、
レディー・ガガやスティ
ービー・ワンダーを大熱
唱。これを見て、元気にな
らないなんて無理！

photo by AFLO
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時計をアクセサリーのひとつと考える

け継ぐこちらはケース径 ㎜と力強く、

クロノ。ミリタリーウォッチの系譜を受

ト ン 〉の 新 作 カ ー キ フ ィ ー ル ド オ ー ト

です。そこでご紹介したいのが、〈ハミル

りとした存在感があると長く愛せるはず

るもの。特に男性の場合は、
そこにどっし

ックさがありつつも、普遍的な魅力があ

ころ。普段のカジュアルに馴染むベーシ

と、ファッション性の高さは気になると

文字盤には精悍なブラックを配色。インデック
スは夜光塗料のスーパールミノバを成型したも
ので、
厚さ0.35㎜。
これにより暗闇はもちろん明
るい場所でも高い視認性を発揮する。ストラッ
プはカーキグリーンのカーフレザーを採用。"あ
て革"が付いたブンドスタイルなので、つけ心地
は抜群。見た目にも、渋～いヴィンテージ感をま
とうことができる。ケース径44㎜、自動巻き、
SS
ケース、
レザーストラップ、
10気圧防水。
22万5500
円（ハミルトン／ハミルトン スウォッチ グル
ープ ジャパン）

有する喜びに加え、お洒落な印象を高め

さ”
をヒシヒシと感じさせてくれます。
所

たりは、さすが軍用ウォッチ。“本物らし

ト加工を施し、光の反射を抑えているあ

はステンレススチール製。サンドブラス

回も受賞したほどです。大ぶりなケース

越した軍需品を称える
“Eアワード”
を５

からその性能は高く評価され、米軍が卓

D N Aを受け継いでいるシリーズ。当時

界大戦中に米軍へ供給した軍用時計の

タリーウォッチの中でも、特に第2次世

ちなみに“カーキ フィールド”は、ミリ

いを楽しめるものになっています。

当たりも快適で、見た目にも存在感の違

あてたクラシックなブンドスタイル。肌

にストラップは、ケースの下にレザーを

本物だけが持つオーラが絶大です。さら

44

るのにひと役買ってくれる1本です。

スウォッチ グループ ジャパン ☎03-6254-7371

問ハミルトン
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カーキ フィールド オートクロノ
Ref. H71706830

見るほどに心が躍る
〈ハミルトン〉の軍用クロノグラフ。

本物だけが持つ存在感を
毎日つけこなす楽しみ。

Work
Out

01

ハリのある胸まわりで
若々しい印象に。

胸まわりの大胸筋は、バストの土台となる筋肉。鍛えることで
ハリのある若々しい印象の上半身になります。この筋肉が衰
えると、
どこか貧弱で自信なげな印象になるので、男性も鍛え
る価値大。
また、
ここを鍛えると鎖骨まわりも引き締まるので、
すっきりしたデコルテラインを作る効果も期待できます。

Caution!
肘は曲げないように注意!
肘を曲げると大胸筋の負荷が弱くなっ
てしまうので、しっかり伸ばして行い
ましょう。ペットボトルの重りは、カラ
ダからなるべく離したほうが負荷をか
けやすくなる。もし難しければ、最初は
水の量を減らして行っても大丈夫。

15回

ダンベル・プルオーバー
仰向けになり、2ℓペットボトルを胸の真上で持った状態からスタート。
この状態で肩甲骨を寄せ、
胸を張った姿勢を保ちながら、
バンザイをする
ように頭上に下ろす。
両手が床につかないギリギリの位置まで下ろし、
大
胸筋のストレッチを感じてから最初の位置に戻す。
これで1回。

大

年末年始の長い休みは、ダラダラ過ご

してしまうことが多くないですか？

掃除が終われば、すっかり気分はズボラ

モード。１年間のたまった疲れを癒すこ

※個人の筋力に合わせた無理のない範囲で運動を行ってください。

とを口実に、部屋でゴロゴロばかりして

いると、お正月のおせちやお雑煮などに

よって、
気づいたら新年すごい姿に、
な～

んてこともありえます。
とはいえ、さすが

に年末年始からジムに行こうというスト

イックな気持ちには、人間なかなかなれ

ません。
だったら、
おウチでテレビ見なが

ら、
音楽聴きながらでもいいので、ゴロゴ

これを教えてくれたのは、

ロしながらトレーニングしてみてはどう

でしょう？

多くの芸能人からも指名されるトレーナ

胸と背

ーのＡＹＡさん。
お茶の間で手軽に胸、
背

中、お尻を鍛えてみませんか？

中は筋肉量が多い部位なので、鍛えるこ

とで基礎代謝が上がるというメリットも。

基礎代謝は、座ったり寝たりしていても

消費されるカロリーなので、コレが高け

れば高いほど痩せやすい体質作りにも繋

⁉

がります。年末からコレをやっていれば、

1984年生まれ。トレーナーとしてモ
デルやタレントのボディプロデュー
スを手掛け、厚い信頼を得るカリス
マ的存在。
その一方、
オリジナルプロ
グラムの"AYA’sブートキャンプ"も
考案。
細いだけではなく、
タフで引き
締まったカラダを理想とし、フィッ
トネスモデルとしても活躍。
YouTube
チャンネル『 AYA ’
s ファンクショナ
ルLIFE』でもトレーニング動画を見
られるので、
要チェック！

楽そうに見えて案外
キツイ＂寝ながらトレ＂。
正月明けも怖くない

フィットネスプロデューサー
AYAさん

Work Out
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Work
Out

02

背中を鍛えて
凛とした後ろ姿に！

背中にある広背筋が弱ると姿勢が悪くなりやすく、腰などの
部位に負担をかける原因にも。鍛えておけば、キリッと背筋が
伸び、肩こりや腰痛の予防効果も期待できます。広背筋は、腕
のつけ根から肩甲骨の下部まで広範囲についている筋肉。背
中を大きく使うバットマン・スワイパーで鍛えましょう。

バットマン・
スワイパー

21回

1ℓペットボトルを両手に持った状態でうつ伏
せになり、腰に力を入れながら上半身と両脚を
浮かせる。この状態を保ちながら、両手を円を描
くように動かし、お尻の真横でストップ。ここか
らもとの位置に戻す動作を21回繰り返す。腕が
床につきそうになるけど、頑張って耐えて!
動画で

Caution!

check!

肘は曲げないように!
肘が曲がるとトレーニングの効果が半減して
しまうので、
腕は真っすぐな状態をキープしま
しょう。
これも右ページの種目と同じで、伸ば
したほうが広背筋に負荷がのりやすい。
どうし
ても曲がってしまう場合は、
水の量を減らして。

Work
Out

03

お尻も気持ちも
アゲたい新年。

加齢とともにゆるみやすいのが、お尻の大臀筋。ここ
がポヨンと垂れていると、年末年始にゴロゴロして
いたのもバレバレ。なので、鍛えて引き締まったお尻
を目指しましょう。おすすめの種目は、可動域が広く、
まんべんなく大臀筋を鍛えられるコレ。つい横にな
ってしまったタイミングでやってみて。

グルート・ブリッジ
仰向けになり、膝を曲げて踏ん張れるようにす
る。この状態から腰が反らないように腹筋に力
を入れてお尻を持ち上げる。トップポジション
では、膝から上体を一直線にするイメージで大
臀筋を収縮。ここから床につかないギリギリの
位置までお尻を下ろして1回。
これを12回行う。
動画で

check!
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12 回

材料（2人分）
かまぼこ（4㎜スライス） 4～5枚 海老 2～3尾 ゆで
卵 1個 スライスチーズ 2枚 玉ねぎ 50g マヨネ
ーズ 20～30g 食パン（6枚切り） 2枚 グリーンリー
フ 2枚。玉ねぎの辛さが苦手な方は、あらかじめみじん
切りして水にさらしておく。
海老とゆで卵は殻を剥く

Osechi to
Breakfast

01 おせちタルタルトースト

海老やかまぼこなどのシーフードはタルタルソースと相性抜群。フ
レッシュな野菜とともに熱々のトーストにのせて召しあがれ。

01

おせち
タルタルトーストに
アレンジ。

3

2

焼き上がったチーズトーストにグ
リーンリーフをのせたら、①のタ
ルタルソースを山盛りにして、イ
タリアンパセリを振りかけ完成。

1

スライスチーズをのせて食パンを
トースト。10分程度焼いてカリッ
とさせる。チーズは味が濃厚でと
ろけるチェダーチーズがおすすめ。

粗くみじん切りにしたかまぼこと
海老、玉ねぎにマヨネーズを加え、
ゆで卵をフォークで潰しながら混
ぜる。お好みで塩こしょうを。

Osechi to Breakfast

02

お正月といえばやっぱりおせち。家族

の健康や子孫繁栄、豊作の祈願や様々な

新年の縁起を担いだ、＂和の心＂がたっぷ

りつまった伝統料理です。もともと、三が

日は
＂縁を切る＂
ことに繋がる包丁を使わ

ないという風習。
また、年末のうちに保存

食として作り、正月に台所に立つ時間を

減らす、という目的のために普及したも

のなのだそう。そんなめでたくて実用的

なおせちですが、冷たく味が濃いため何

特に、伊達巻や黒豆、かまぼこ

日も続けば正直飽きてしまうこともある

のでは？

だからこそ、お重の

!?

などは、肉や海鮮類に比べれば家族の人

気もあまりない

隅に寂しく残りがち。それならうまく味

変して、それを再活用しましょう。
という

ことで、おせちの残りを手軽にアレンジ

するレシピを紹介。のんびり過ごしたい

正月休み。
そんなときにぴったりな、簡単

に作れて美味しいトーストレシピを、ア

メリカンダイナー〈４１６グリリング〉
の

代表・小出裕也さんが考案してくれまし

0東京都目黒区五本木3-26-7
岡田ビル1階
☎03-3714-4166

た。どれも朝食やおやつにうってつけの

学芸大学駅から徒歩 5 分、駒沢
通りに面する落ち着いた雰囲気
の地元密着型アメリカンダイナ
ー。一番の売りは炭火で作る本
格グリル料理で、ステーキやハ
ンバーガーに定評あり。

３ 品 で す 。万 一 残 っ た ら 、是 非 試 し て み

416GRILLING

てください。

伊達巻ベーコン
アボカドトーストに
アレンジ。

おせち料理の残りを
朝食に簡単アレンジ。
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Osechi to
Breakfast

02

伊達巻ベーコン
アボカドトースト

伊達巻の甘みを、
ベーコンの塩味やアボカドのま
ろやかさで引き立てたアメリカンな味わい。
まる
でバーガーのようなパンチのある一品！

材料（2人分）
伊達巻 8 枚 食パン
（6枚切り） 2枚 トマ
トケチャップ 少々 ス
ライスベーコン
（ハーフ
サイズ） 8枚 とろけ
るチーズ 40g アボ
カド 1/2 個 バター
少々 マヨネーズ 適
量。
あらかじめアボカド
は5㎜厚にカット

4

3

伊達巻の上にベーコンをのせてサ
ンドしたら、スライスしたアボカ
ドをのせてマヨネーズをたっぷり
とトッピング。
仕上げはパセリで。

焼いたベーコンの上に伊達巻をの
せる。食パンの上がいっぱいにな
るまでのせ、伊達巻ならではの甘
みを最大限に引き出そう。

2

1

トーストがカリッと焼き上がった
ら、ベーコンを2枚のせる。ベーコ
ンはオーブンで焼かず、フライパ
ンでカリカリに焼く。

Osechi to
Breakfast

食パンにトマトケチャップを塗り
広げ、チーズをたっぷりのせたら
10分ほどトースト。上にのせるチ
ーズはスライスチーズでもOK。

03

黒豆サワークリーム
ディップ
甘い黒豆をサワークリームと混ぜてディップ
にアレンジ。
和菓子のムードを感じさせる、素
朴な甘みが魅力の一品。
おやつにも是非！

03
材料（2人分）
黒豆 60g きなこ 大さじ山盛り1杯 バゲット 適
量 サワークリーム 60g。黒豆を入れる際、煮汁が残っ
ていれば大さじ 2 杯分加えると味が引き立つ。バゲット
はひと口サイズに切っておくこと

3

あとはきなこを入れてしっかりと
混ぜたら出来上がり。ディップが
硬すぎる場合は黒豆の煮汁を追加
して、
硬さを調整しよう。
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黒豆
サワークリーム
ディップにアレンジ。

2

黒豆を潰し終わったらサワークリ
ームを投入する。黒豆とサワーク
リームによる、甘みと酸味のバラ
ンスが味のポイントに。

1

ボウルに黒豆を入れ、スプーンで
潰す。ある程度食感が残る程度ま
でざっくり潰したらOK。スプーン
のエッジで刻むように押す。

おウチ時間を大切にする北欧生まれの〈フィスカース〉。

楽ちん・美味しい・お洒落な
クックウエアで食卓が豊かに。

Hard Face

［ ハード フェイス ］

〈フィスカース〉
のモデルの中で、最も丈夫で、

こんな形もある！

毎日使う調理器具にふさわしい、その名も＂ハ

自宅で食事をする機会が増え、家庭で

の食事時間に、改めて幸せを感じている

人も多いのでは？ 家族でゆっくり会話

ができるこの時間は、自然と絆を深める

ことができるいい機会。料理でリフレッ

シュする人もいるでしょう。そんな家で

の過ごし方を昔から大切にしていると今、

注目されているのが、北欧。雪が積もり長

時間家にいる冬は、おウチ時間を充実さ

せる季節。ゆっくり食事を楽しむために、

事前に準備できる煮込み料理や、素早く

美味しく食卓を彩る料理が好まれます。

そんな北欧で愛されているのが、フィン

ランド生まれの〈フィスカース〉。製鉄所

からはじまり、今ではハサミやクックウ

エアが有名。北欧のクラフツマンシップ

が宿る作りは、丈夫で、加熱が早く効率的。

人間工学に基づくミニマルなデザインで

お手入れも簡単。もちろん、美味しい料理

ができるのはいうまでもありません。シ

ンプルかつスタイリッシュなシルエット

はお洒落で、どんなキッチンにも馴染み

ます。こんなフライパンやお鍋があれば、

料理をする時間や毎日の食事が待ち遠し

くなること間違いありません。

ード フェイス＂シリーズ。熱伝導性に優れた
フライパンや鍋は、最高度の耐久性を誇り、キ
ズや摩擦に強い四層コーティングが施されて
います。
ラインナップも豊富です。
パンケーキを一度に 5 個焼けて便利。各丸型に
卵やウィンナーを置けば、お弁当作りも簡単。ハ
ード フェイス パンケーキパン24㎝ 9900円
（フ
ィスカース／フィスカース ジャパン）

深さのある形状だから
様々な料理を作れる万能フライパン。
油なしでも焦げつかないノンスティック性能。効率よく
加熱できるアルミニウムは、
軽くて洗いやすいのも特徴。
通常より深さのある形状は、パスタを茹でるのにもぴっ
たり。ハード フェイス ソテーパン24㎝蓋付き 1万3200
円（フィスカース／フィスカース ジャパン）、手前の柄プ
レート26㎝ 7700円、
奥のイエロープレート25㎝ 6600円
（以上アラビア／フィスカース ジャパン）

湯切りも簡単！
ガラスの蓋の周囲は
シリコン製。蓋で湯
切りが可能。パスタ
と野菜を一緒に茹で、
そのまま湯 切り、味
つけまでフライパン
ひとつで料理が完成。

Infomation

Norden

［ ノルデン ］

〈フィスカース〉が誇る、最高品質のシ
リーズが＂ノルデン＂。全面三層構造の
ステンレススチールによって、鍋全体
を均等に加熱をすることができ、料理
を美味しく仕上げてくれます。高温で
も焦げつかない独自のノンスティック
加工。
デザインのよさも光ります。
魅力を体感してもらうキャンペーンを実施！
キッチンツールは使ってこそ、その魅
力がわかるというものです。
〈フィスカ
ース〉
では、
使い勝手のよさを体感して
いただくために、期間限定でキャンペ
ーンを実施。2022 年 1 月 31 日まで（ク
ーポンコード：tryfiskars）
。
是非こちら
からアクセスしてください。

キッチンの棚に並べれば、
ぐっとスタイリッシュな雰囲気に。
北欧らしいミニマルで美しいデザイン。人間工学に基づいた使いやすさが特徴です。
オーブンを含む多くの熱源に対応可能なのも嬉しい。右：ノルデン ソースパン2.5ℓ
2万2000円 中：ノルデン ソースパン1.8ℓ 1万9800円 左：ノルデン キャセロー
ル3.0ℓ 2万4200円
（以上フィスカース／フィスカース ジャパン）

写真＝正重智生

スタイリング＝佐々木 誠

問フィスカース ジャパン https://www.iittala.jp/contact/

26

『Safari Lounge』
の人気アイテムで家でも外でもノーストレス。

年末年始を快適に
過ごせるものを手に入れよう。

家族で、あるいはカップルで迎える新年にふさわしい上質さとリラックス感を兼ね備えた
もの。
こうしたアイテムが豊富に揃っている人気ECサイトが『Safari Lounge』。まだ知らな
いという人は是非QRコードを読み取って、
そのラインナップをチェックしてみてほしい。

コスメ部門
洋服部門

UKA

ESTIVANT

[ ウカ ]

優しいヘア&スカルプケアで、毎日気持ちいいが続く。

[ エスティバン ]

頭皮マッサージが注目されるきっかけのひとつになったのが、
〈ウカ〉の大ヒ
ットアイテム、ケンザン。頭皮ケアは顔のリフトアップ効果も望めるので、ク
レンジングとセットで毎日ケアを。
マッサージするだけでも気持ちがよく、
極
上のバスタイムに。
スカルプクレンジング&ケンザンセット7425円

商品ID：39636

インテリア部門

RUARK AUDIO

[ ルアークオーディオ ]

Color
Variation

いまや抜群の音質を誇る
ラジオもインテリアになる。
自宅で過ごす時間をもっとお洒落に、
そして豊かにしたい。
そんな人には、
イ
ンテリアとしても使えるラジオなんて
いかが？ ウッド調でヴィンテージっ
ぽくもあり、一方モダンな部屋にも馴
染むデザインが魅力。ブルートゥース
対応でスマートフォンや PC とワイヤ
レスに接続可能。4万9500円

カーディガン

パンツ

商品ID：40057

ゆる～いシルエットも
カシミヤと上品色で大人な質感。
スポーティブームの継続により、楽ちんなスウェッ
トコーデが人気の昨今。
〈エスティバン〉から上質な
カシミヤ仕立ての限定セットアップが登場。肌触り
はもちろん、ほどよいゆるさのあるシルエットで、ル
ームウエアとしてもご近所ウエアとしても楽しめま
す。カーディガン各3万4650円、パンツ各3万3000円

小物部門

L’ARCOBALENO

[ ラルコバレーノ ]

お札もコインも十分入る
優秀ミニウォレット。

商品ID：カーディガン41460、パンツ41461

キャッシュレス化が進み、ミニバッグ
が人気の今、持つ財布だってできるだ
け小さいほうがいい。
とはいえまだ、
小
銭が必要なシーンもありますよね。こ
ちらは、小さいながら、小銭もお札も、
カードも十分入る 3 つ折り財布。きれ
いなライトグリーンは、ジェンダーレ
スに使えます。
2万8600円

シューズ部門

ART OF SOULE

商品ID：40036

[ アートオブスール ]

足元からリラックスできる
冬仕様のもこもこのエコファー。

購入方法はこちら！
『Safari』
の公式オンラインストア

Safari Lounge.jp

『 Safari Lounge 』
とは、
アメリカ西海岸のライフスタイルを思わせる商品を取り扱っているオンラインストア
です。洋服、
メンズコスメ、
インテリアなど、上質で大人にふさわしいアイテムを厳選して取り揃えています。

WEBでの
ご注文

電話での
ご注文

103-4485-1305
月～金曜日の10：00 ～ 17：00
※土・日・祝日を除く

エスパドリーユというと、夏のイメー
ジ!? いえいえ、
こちらはもこもこのエ
コファーを使用している冬仕様。足元
から抜群の暖かさを感じられます。イ
ンソールにはベロア生地を使用し、素
足でも快適。脱ぎ履きも楽ちんなうえ
に、暗くなりがちな冬コーデのお洒落
アクセントにもなります。
1万1000円

商品ID：32577

LivingRoom
お気に入りの1冊を手に
やわらかな日差しを楽しむ午後。
大きな掃き出し窓から入る日差しを感じなが
ら、
お気に入りの写真集のページをめくる。エ
アコンだけでなく床暖房も装備されているか
ら、
季節を問わず抜群の心地よさ。部屋のグリ
ーンも差しこむ光で気持ちよさそう。おウチ
時間を贅沢に過ごせるリビングです。

鈴木啓太
1981年静岡県生まれ。東海大
翔洋高校卒業後、J リーグ浦
和レッズに加入。2006 年に
は日本代表に選出。'15年の
引退後は腸内環境を解析する
会社〈オーブ〉を設立。
「すべて
の人をベストコンディション
に」を目標に掲げ、アスリート
の腸内細菌の研究結果より、
ヘルスケア、フードテック事
業を行っている。
ジャケット4万2900円（リサウンド クロージング）、
パーカ1万9800円（アスリドア／ハンドイントゥリ
ー ショールーム）、コーデュロイパンツ 4 万 700 円
（ピーティー トリノ／ PT ジャパン）、スリッパ 1 万
3200円（アグ／デッカーズジャパン）

究極のリラックスが〈ズーム〉
にはある。

どこよりも心地いい
「家が一番」といえる贅沢！
マンションブランド〈ズーム〉の１室

で贅沢な時間を過ごす鈴木啓太さん。企

業の代表取締役として多忙を極める彼が、

心を落ち着かせる場所として、なぜ〈ズ

ーム〉をすすめるのでしょうか。

鈴木さんが魅力に感じているポイント

は、まず、ホームセキュリティシステム

との連動。顔認証でのドアロック解除や、

エレベーターは不審者をブロックできる

ようキーをかざすと居住階にとまる。女

性の一人暮らしでも安心できる、最新の

問ズーム〈トーシンパートナーズ〉10120-60-7900 www.tohshin.co.jp
リサウンド クロージング 106-6441-6061 ハンドイントゥリー ショールーム 103-3796-0996 PT ジャパン 103-5485-0058 デッカーズジャパン 70120-710-844

セキュリティが装備されているからです。

部屋には人感センサーや浴室換気乾燥機

能、床暖房など優れた設備も設置。こう

い っ た、
〈 ズ ー ム 〉 の 安 全 性・ 機 能 性・

利便性を追求したスタイルに惹かれてい

るようです。

「セキュリティが高いから、家に帰れば

が。朝焼けの空や夜景などラグジュアリーな景観を満喫できます。

リラックスして過ごせるし、洗練された

メゾネットスタイルで階上には6畳ほどの広さのルーフバルコニー

空間だからこんなインテリアを置きたい

それぞれの立地に合わせ景観まで考えられたデザイン。この部屋は

と い う 気 持 ち を か き 立 て ら れ る。
『家が

生活の利便性など立地も賃貸住宅では重要なポイント。
〈ズーム〉は

一番』といえる、住んでいることを人に

立地を生かしたラグジュアリーな景観。

誇れるマンションです」

Balcony
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たくましく堂々とした姿を手に入れたカロー
ラクロス。都会にも映えるモダンなデザイン
は自然の中でも際立つもの。アクティブな気
持ちにさせてくれる佇まいも大きな魅力です

仕事も遊びも頼りになる
〈トヨタ〉カローラクロス。

充実のワーケーションに
楽しいSUVを選ぶ理由。
Point

02

余裕の後部シートだから
会話も弾んでリラックス。

Point

01 開放感がまるで違うパノラマルーフ。

カローラクロスは従来モデルより背が高く

よくあるサンルーフと違い、圧倒的な開放感と明るさが体験でき

なったぶん、
室内空間のゆとりが拡大。
しか

るパノラマルーフが気持ちいい。しかも天候によって調整できる

もシート位置を改良することで、
荷室の広さ

電動ロールシェードを用意。ワーケーションの夜のお楽しみとし

を犠牲にすることなく足まわりに十分なス

て、
プラネタリウムのように冬の星空を楽しむこともできます。

ペースを確保。収納式アームレストを倒し
て2人で寛いでも、
余裕の空間が楽しめます。

Point

03

ワーケーションをアシストしてくれるのはコチラ。

車内から電源が取れるので
コーヒーもいつも淹れたて。
収納力のある荷室にはアクセサリーコンセ
ント
（AC100V・1500W）
が設置されていま
す。
クルマをとめて非常時給電モードにすれ
ば、
車内で電気ケトルや音楽プレイヤー、
電
気コンロなどが使用可能。
キャンプやBBQな
ど、
あらゆる遊びをアシストしてくれます。

ベストセラーであるカローラシリーズの中で、SUV仕様を展開するの
はこのモデルが初。カローラとしては全幅1825㎜と大柄ですが、その
ぶん後部座席も広く設計されているのが特徴。また、荷物がたっぷり積
めて出し入れもスムースな荷室の設計など、カローラ由来の使いやす
さもポイントに。
仕事も遊びも充実必至の頼れる１台です。
問トヨタ自動車お客様相談センター

写真＝前田 晃（MAETTICO） スタイリング＝稲田一生

ヘア＆メイク＝勝間亮平

00800-700-7700

構成・文＝堀川博之
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休暇を楽しみつつ も 自 分 時 間 で 仕 事 が

できる。そんな〝ワーケーション〟スタイ

ルが徐々に浸透。１棟貸しの別荘で大自

然を眺めながら、雪が静かに降り積もる

温泉宿に泊まりながらなど、１００人い

たら１００通りのワ ー ケ ー シ ョ ン が あ る

でしょう。そんな場所へはクルマが必須。

できれば快適な移動ができて、現地での

たとえば〝カローラ

楽しみも広がるよう な タ イ プ が 理 想 で は

ないでしょうか？

クロス〟は、そんな頼れる選択肢。もとも

と使う人のことをし っ か り と 考 え ら れ て

いるカローラだけに、ＳＵＶになっても

使い勝手のよさは安心レベル。むしろ新

しい生活様式に上手 に 応 え る デ ザ イ ン 性

や性能が高まっています。たとえばゆと

りが増した室内や、景色を存分に楽しめ

るパノラマルーフは 移 動 を 楽 し く 快 適 に

するもの。見晴らしがよく、悪路が続く山

道でも運転のしやすさは格別です。もち

ろん荷物の収納もお手のもの。ハイブリ

ッド車ならＡＣ電源が使えるため、現地

での楽しみも広がりそうです。つまり、カ

ローラクロスは充実 し た ワ ー ケ ー シ ョ ン

にぴったりということ。きっとあなたの

個性に寄り添ってく れ る は ず で す 。

男：ダウンジャケット6万6000円
（ケープハイツ／グリニッジ ショールーム）
、
Tシャツ6490円
（チャンピオン／ヘインズブ
ランズ ジャパン カスタマーセンター）
、
〈ディッキーズ〉
コラボワークパンツ1万7600円
（サタデーズ ニューヨークシティ
×ディッキーズ／サタデーズ ニューヨークシティ）
、
マグカップ2750円
（サタデーズ ニューヨークシティ）
、
サングラス4
万700円
（ワンスリー コンパウンド フレーム／デュアル）
、
ソックス
〈３パック〉
7480円
（ナイジェル・ケーボン／アウター
リミッツ）
、
スニーカー1万1000円
（ヴァンズ ヴォルト／ブルーウッド バイ ハンドイントゥリーPR）女：フリースブルゾン1
万4850円
（ヴァーティゴ デザイン／マルベリー）
、
パーカ1万5400円、
スウェットパンツ1万4300円
（以上サタデーズ
ニューヨークシティ）
、
サングラス3万9600円
（イエローズプラス／ジービーガファス） 車内の写真／男：ジップアップ
パーカ3万3000円
（ナイジェル・ケーボン／アウターリミッツ）
、
ストール各6万2700円
（以上ジョシュアエリス／グリニッ
ジ ショールーム）
、
クッション5500円
（デトアーライフ／ドナ）
、
その他はスタイリスト私物
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問グリニッジ ショールーム ☎03-5774-1662 ヘインズブランズ ジャパン カスタマーセンター 70120-456-042
サタデーズ ニューヨークシティ ☎03-5459-5033 デュアル ☎03-6455-4690 アウターリミッツ ☎03-5413-6957
ブルーウッド バイ ハンドイントゥリー PR ☎03-3796-0996 マルベリー ☎03-6450-4800 ジービーガファス ☎03-6427-6989 ドナ ☎03-5799-6924

あなたの個性で完成する。

新型＂カローラ クロス＂で
充実のワーケーションを。

