
ハーモニックハウスマガジン｢天然木の家具と暮らす｣は、
天然木家具専門店のハーモニックハウスが発行しています。
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ほんものを使うしあわせ、子供に使い継ぐよろこび

木材で作られた K 様のお部屋に天然木の学習机はよくなじむ

子どもと木のやさしい関係

元気いっぱい遊んだ日も、泣きべそをかいた日も、「ただいま」と帰れば、お母さんの笑顔とわたしの机が待っている。

自然のぬくもりと香りの、やさしい記憶です。



はじめての家具には天然木を
子どもの頃にはじめて与えられた「自分だけの家

具」。それはたんすであったり、学習机であったり、

人によってさまざまです。でもその時の大人に一歩近

づいたような誇らしい気持ちは、大人になった今でも

なんとなく覚えていませんか？

「はじめての家具は天然木の学習机で、と決めてい

たんです」と話されるのは、大阪市在住の K 様。そ

の横の学習机で、無心に字の練習をしているのは、小

学校二年生の娘さん。天然木の学習机は、余分な光や

紫外線を吸収するので目にやさしく、その上、木目や

木肌の濃淡によって視点が定まりやすいので、気持ち

を落ち着かせる効果があるといいます。

「娘は気づけばいつも学習机で、本を読んだり絵を

描いたりしているんですよ。きっと気持ちがいいんで

すね」と K 様。そう、子どもの心と体は、心地よさ

にとても正直なのです。そんな「はじめての家具」の

記憶が、天然木のやさしい手触りと香りとともに残る

のであれば、素敵なことですよね。

あなたの思い出の家具のゆくえは？
私たち大人の記憶の中にある「はじめての家具」。

今、その家具はどこにありますか？　大人になった今

でもまだ使い続けているという方は、残念ながら少な

いのではないかと思います。

春先になると､ 粗大ゴミの中にたたずむ学習机を見

かけることがあります｡ 傷がつき､ 汚れがつき、キャ

ラクターのシールが貼られ…。持ち主とともに歩んで

きた時間を垣間見るような気がします。その子どもに

とってははじめての家具だったかもしれません。買っ

てもらった当時は、部屋に堂々と鎮座する学習机を見

て、きっと誇らしく感じたことでしょう。それがこん

なにも粗雑に捨てられていることに、寂しさを感じず

にはいられません。そういえば自分の学習机もいつの

間にか処分されてしまったという方も多いでしょう。

役目を終えた家具は早々に破棄されてしまうのが一般

の流れです。

家具もわたしも育ち会う。
天然木家具との幸せな記憶を

木は、家具をつくるほど立派な丸太になるのに 50 〜

60 年かかります。森の木は親子 2 代、3 代にわたっ

て育てられます。丸太となり板となっても、時間をか

けてじっくり乾燥されて、気を配りながら加工されま

す。急がず、焦らず、じっくりと…。これって子育て

と似ていませんか？　天然木の家具は、手荒にあつか

えば傷ついたり壊れたりします。お手入れも必要です。

これって人と人との関係に似ていませんか？　人が育

つことと木が育つこと。木の家具と私たち人間の営み。

それは本当によく似ているのです。だからこそ、子ど

ものうちから一人前の人として本物を与え、ものを大

切に扱う心を育てたいと私たちは願っています。それ

がきっと大人になるまで、幸せな記憶として残ってく

れることを信じて。

記憶にのこる、はじめての家具は？
あなたにとって、はじめての家具はなんでしたか？ それはきっと、特別なものだったはず。

あなたはお子様に、どんな「はじめての家具」を用意したいですか？

今回も木のお話、ちょっとさせてくださいね。

はじめてであう、わたしの家具

天然木家具を選ばれた理由は？

もともと、母親である私自身が少し化学物質過敏性

の傾向があったんです。そんな事情もあって家を建

てる際、内装に自然素材を使うことにこだわりまし

た。その流れで家具も同じように自然素材のものを

選ぶようになりました。

ご自身の「はじめての家具」の記憶は？

実はあまり覚えていないんです。だからこそ娘たち

には、はじめにいいものを与えたいと思いました。

ものを大切にする気持ちと、本物をきちんと見極め

る目を養いたいという、私自身の想いが強かったで

すね。

「いかがですか？ 天然木家具との暮らし」
大阪市　K 様ご家族にお聞きしました

「宿題をするときも、絵を描くときも、大好きな本を読むときも、
ここが娘の定位置なんです」とK 様。

時にはお母さんとこうして二人で机に向かうことも。

雑貨好きなお母さん。アンティーク家具もうまく取り入
れた室内で娘さんと愛犬とのひととき。

「お母さんの手作り小物、かわいくて大好き」。窓から入
る光が天然木に吸収されて、家の中はいつもやさしい光
に包まれています。

特 集



　

10/6（日）・11/2（土）・12/8（日）・1/11（土）
11：00 〜 12：00
天然木家具メンテナンス教室＆工房ツアー
参加１組に家具町工房の木工体験無料チケット１名様分をプレゼント

（要予約：tel 072-868-2361）

10/12（土）から 
家具町工房でプロ養成スクールが開講 （裏面に詳細）

10/12（土）〜 27（日）
山本あつし 写真展『 ザ 』
撮る。寝かす。タイトルをつける。それだけで、まちが
おもしろくなる。あらゆる方法でヒト・バショ・コト・モ
ノの魅力を発見し紹介する、クリエイティブ・イントロ
デューサー山本あつし氏の写真展です。

11/9（土）〜 24（日）
木の仕事展 2013 （家具町 LAB. にて 土日祝のみ）

関西、中部に多くの会員を持つ木工家のグループ『木の仕事の会』
のグループ展です。バラエティーに富んだ、木工品が並びます。

11/16（土）11：00 〜 14：00 
焼き芋パーティー＆バンド演奏会 （お芋が無くなり次第終了）

ホクホクお芋さんを頬張りながらゆったり音楽をお聴きいただけます♪
秋を感じにいらしてください。
バンド演奏：スマックウォータージャック

1/18（土）11：00 〜 14：00 
お餅つき大会＆バンド演奏会 （お餅が無くなり次第終了）

石臼と杵でお餅をついてみませんか ?  親子でご参加も大歓迎です。
バンド演奏：スマックウォータージャック

イベント情報

イベントについては、予告なく変更される場合がございますので、
あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

ハーモニックハウスの家具は、私たちのお肌と同じ。日ごろのお手入れでつ

ややかな木肌となり、汚れもつきにくくなります。表面がカサカサしてきた

り、水はじきが弱くなってきたら、お手入れ時期のサイン。正しくお手入れ

して、永く家具とつきあっていきましょう !

☞ 次回の How to 家具のメンテナンスは「マジックなどの汚れの落とし方」です。

How to

［ 用意していただくもの ］

● オイルまたは蜜蝋ワックス

● ウエス（Ｔシャツの切れ端などの柔らかい無地の布）

日常のお手入れ編

1. 堅く絞ったタオルでホコリ等の
汚れを拭き取ります。

2. ウエスにオイルまたは
蜜蝋ワックスをつけます。

3. 木目方向に沿って薄く均一に
オイルを塗り込んでいきます。

木の表面に薄く浸透したオイルは硬化して木の表面を保護します。木の呼吸

を妨げずに木肌の自然な感触を味わうことができるのがオイル仕上げのよさ

なんです。※このメンテナンス方法は、オイル仕上げ・無垢材の家具に限ります。

写真はリボス社のカルデット。天然成分・
アマニ油（亜麻の種子からとれる油）が主
成分の塗料です。ハーモニックハウスでもご
購入いただけます。

ウエスでの拭き上げ。木目方向に動かすこ
とが大切です。

家具のメンテナンス

「快適な食空間の想像」をとことん追求して開発さ

れたダイニングシリーズ“ラルク”。家庭を守る主婦

の声を生かすため、女性デザイナーが開発しました。

“ ラルク ” 誕生の背景は？
戦前までは、「畳にちゃぶ台」だった日本人の生活。

戦後、ダイニングテーブルのある生活が急激に広まり、

今では暮らしに独自のスタイルを取り入れたいという

人が増えてきています。

“ ラルク ” ってどんな家具？
そこで生まれたのが“ラルク”シリーズ。“天然木

の持つやさしさを家族の団らんの場に”をコンセプト

に作られました。無垢材を使っているので長寿命。に

もかかわらず重すぎず、見た目もシンプルなので、ど

んなインテリアにもマッチします。

“ ラルク ” ってどういう意味？
フランス語で“ Le arc”。「弓」という意味で、随所

に取り入れられている緩い曲線が特長です。日本人に

最も支持されている北欧家具のイメージを意識して、

シンプルでやさしいデザインに仕上げました。

ニッポンの家族のために作られた“ラルク”シリー

ズ。きっとあなたのご家族にも、何代にも渡って永く

愛していただけるはずです。

　  おすすめの商品紹介
  女性デザイナーによる、ニッポンの食卓のための家具

ダイニングシリーズ“ラルク”

第1回

（家具町 LAB. にて 
  土日祝のみ）

●リビングボード仕様（左）

素材：主材ナラ材（一部タモ材）  
 W1200　D420　H850  　 
 99,800 円（税別）

●ダイニングボード仕様（右）

素材：主材ナラ材（一部タモ材）  
 W1200　D470　H1800  　 
198,000 円（税別）

●ダイニングテーブル
素材：ナラ材
 W1100　D1100　H720
 89,800（税別）
※サイズ違いもございます

●チェア（参考商品）
 27,800 円（税別）

永く愛しく使いたいから



「食器棚の扉が閉まりにくい」、「ダイニングチェアの脚がぐらつく」、

「リビングボードに子どもが落書きをした」…。そんなお悩みは

お任せ下さい。ハーモニックハウスでは House of Tree※の理念の

もと、家具の修理・再生にも取り組んでいます。

あなたの家にもありませんか？  家具を 修理・再生 いたします

価格例： 椅子の修理・ぐらつき直し （部分直し）3,990円～、

脚カット  740円 /1本、テーブルの修理・ 割れ補修  5,880円～、

天板の研磨・再塗装 （天然塗料仕上げの場合）18,800円～ （税別）

○上記は目安価格で、現物確認後のお見積もりが

原則となります。メール（info@kagumachikoubou.jp）

でお問い合わせ、またはお持ち込みいただきました

ら無料でお見積もりさせていただきます。また、別

注家具のご相談にもお応えしております。お気

軽にご相談下さい。

※House of Tree（ハウスオブツリー） とは？
一般社団法人「ハウスオブツリー協会」が推進する活動です。「有害物質を含まない
安心・安全で、かつ世代を超えて使い継ぐことができる長寿命家具の普及・啓蒙活動」
により、地球環境の負荷の軽減と持続可能な地域社会作りに寄与し、木の文化の普及
を図ることを目的にしています。

2013.10 発行

姉妹店

当事業は「おおさか地域創造ファンド」北河内地域支援事業平成23年度採択事業です。

ハーモニックハウス
http://www.harmonichouse.com/

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町 2-2-4
TEL. 072-868-2361　FAX. 072-868-2363
営業時間  土日祝 10:00－19:00・平日 11:00－18:00 （火曜定休）

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町 2-5-9
TEL. 072-864-2372　FAX. 072-864-2373　 
営業時間  土日祝 10:00－19:00・木金 11:00－18:00 　

http://www.kagumachikoubou.jp

垣尾 幸広
Yukihiro Kakio

6 月中旬より物流施工班で主
にカーテン採寸・施工を一人
で担えるように修行中です。
よろしくお願いいたします。

斎藤 裕和
Hirokazu Saito

今の仕事で一番うれしくてや
りがいのあることは、お客様
の喜ぶ顔が見れることです。
これからもたくさんの笑顔に
出会えるようにがんばっていき
たいと思います。

中島 昌伸
Masanobu Nakajima

はじめまして。物流施工班の
中島です。元々販売もしてい
ましたので特にカーテンの事
ならコーディネイトも出来ます。
もし聞くことがあればお聞き
下さい。家具では House of 
Tree のプレートを主に取り付
けています。よろしくお願いい
たします。

賀來 寿史
Hisashi Kaku

家具町工房のなんでも屋です。
自己管理が苦手です。。。笑 
いろんなところに出没するの
で、三つ子説がちらほら。。。
家具団地内のギャラリー的空
間『家具町 LAB.』の運営も
やってます。来て楽しい枚方
家具団地、是非遊びにいらし
てください !!

上田 陽子
Yoko Ueda

1 脚あるだけで絵になる、ス
テキなチェアを探すコトが好
きです。これから長く使って
いくお気に入りの家具を探す
お手伝いが出来ればと思って
います（^^）

山内 時子
Tokiko Yamauchi

カーテンの販売を 10 年近く
担当しています。窓まわりを
ステキにチェンジしませんか？
ご新居からお引越し、吊替ま
でお気軽にご相談下さい。
趣味は旅行で、特にインドは
大好きな国です。

岩原 忍
Shinobu Iwahara

お客様と一緒に、お部屋には
どんなカーテンが似合うかお
話している時が、私にとっては
一番楽しい時間です。お客様
もワクワクしながらカーテン・
家具を選んでいただけるよう
な雰囲気のお店ですので、是
非気軽にいらしてくださいね。

S TA F F 紹 介 　 〜 1 7 人いるハーモニックハウスのスタッフの中から 7 名をご紹 介します〜

オンリーワンの家具、雑貨作り
［みんなの木工アトリエ］（木工教室）

木工アトリエでは、皆さんの家具作りをインスト
ラクターがお手伝いいたします。木の持つぬく
もりや優しさを感じながら、世界でひとつの自
分だけの家具作りを体験してください。

（当アトリエはご自分のペースに合わせて自由な時間
に通えます。回数で精算も可能です）

毎週  金・土・日開催（要予約）  tel 072-864-2372
午前コース 9:00 〜 12:00  午後コース 13:30 〜 16:30

料金案内：入会金 5,000 円（入会時のみ）、受講料
1回 4,500 円と材料費。 （例）収納棚の場合、入会
金 5,000 円＋受講料 27,000 円（ 6 回分）＋材料費
5,000 円程、合計 37,000 円程。（約 2ヶ月）※価格は税別

＜力作の例＞

 本格的な家具づくりと補修技術・知識習得をめざす

プロ養成スクール生徒募集
実習 / 基礎コース（家具町工房教室）

【全 9 回 54 時間（午前・午後 6 時間× 9 日）】
・内容：手工具、電動工具、木工機械の使い方、
　テーマ別実習（接合、塗装、リペア等）   ※単独受講も可
・受講料：18 万円（傷害保険別途）

＜同時に新大阪教室ではデザインや製図が学べる教室も開催＞
座学 / 知識コース（新大阪教室）   短期集中型の三連休に開講

【全 13 回 104 時間（午前・午後 8 時間）】定員：4 〜 6 名
・内容：「知識」「製図」「CAD」「デザイン」（計 4 講座）
・受講料：24 万円（４講座セット　別途製図・デザイン用具など必要）
※製図と CAD は当面は新大阪教室。ゆくゆくは家具町工房で実習予定

モニター会の声をお聞きして 〜 2013 年 秋編〜

当店では、学習机をお買い求めいただいたお客様と定期的に懇談会を
開いて、使い勝手や購入後の感想などをうかがっています。今回の懇談会
では、春に学習デスクをご購入いただいたお客さまからお話をお聞きしました。

人生のはじめての家具となることが多い学習机。何よりもうれしいのは、天
然木の学習机を一番気に入って下さるのが、お子様だというお話です。「木
の香りに愛着があるようで、引き出しを開けて “ いい匂い〜 ” なんて言ってい
ます」とか、「お気に入りのものを飾って秘密基地にしています」などというお
話を聞くと、はじめての家具とのいい出会いをお手伝いできたと実感します。

お母様からは「天然木はオイルを塗って磨けば傷が取れるのもお気に入り
です」とか「子どもが使い終わったら自分でも使いたい」などの声もあります。
以前はお子様の化学物質過敏症などの健康面を気づかうお母様が多かっ
たのですが、最近では、天然木家具を使う体験と、その家具をゴミにしない
しくみを、家庭教育の一環と考えられるお母様も増えてきています。そのきっか
けとして学習机はぴったりなのです。

大切にしていた机が粗大ゴミになっているのは胸が痛む光景です。ハウス
オブツリーの学習机なら、万一不要になった場合でも、お里帰りシステムのご
利用でお引き取りいたします。机は再生して新品同様の状態で次のオーナー
様に引き継ぎがれます。新しいご家庭で、また大切に使われると思えば、あ
たたかい気持ちになれますよね。そんな話をご家庭でされることは、きっと子ど
もたちの想像力や人への敬意、ものを大切にする心を育むはず。私たちハー
モニックハウスはそんなお母様を一生懸命応援します。

Yさんの収納棚
傘を収納できる玄関に
ピッタリな棚です。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 6 回
材料費 約 5,000 円

合計 37,000 円（税別）

Mさんのドックハウス
細かい細工にこだわっ
た仕上がりです。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 15 回
材料費 39,220 円

合計 111,720 円（税別）

1999 年から日本初・唯一の家具専門スクールとして育成活動を続ける「家具デザイン研究所」（東京都中野区）。その家具製作・実習部門が

家具町工房で開講することが決まりました。家具町工房の大事な目的のひとつは、ハーモニックハウスで提供する「長寿命家具」のお手入

れや、大量生産品ではない家具作りを伝承するために木工職人のプロを養成することです。ようやくそのスタートを切ることになりました。

● お問い合わせ・お申し込みは「家具デザイン研究所」まで
電話 : 03-3306-3086　携帯 : 090-3519-5065　担当 朝山
e-mail : kaguken@jcom.home.ne.jp

いつまでも大切な家具をサポートするために

家具のプロ養成スクールを開講 10月12日（土）より


