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新和建設展示場・続々オープン&リニューアル
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岐阜県庁前展示場
和合の家
木香の森展示場

北名古屋市役所

東庁舎1Fに誕生したお洒落カフェ

もっちりとした自家製パンが人気 Route Neeze
健康的で野菜たっぷりのランチが人気 ムスタッシュ
［木のある暮らし］

ゐなcafe

機能性とデザイン性がマッチした住みやすい家
田園風景が似合う新・家族の集う家

［ペット］

床の滑りは心の滑り？

［地域情報］

再び時を刻み始める、思い出の時計

写真：時計修理工房

近江屋

新和建設展示場・続々オープン&リニューアル

日︑岐阜県庁前展示場がグラン

デザインと利便性を両立させたス
ローライフな暮らしの提案
４月

階のプラ

2

せ て く れ ま す︒ 家 族

人 が 集 ま っ て も︑

の場所にいても家族のつながりを感じさ

も中庭を臨むことができる配置は︑別々

イベートルームなど︑どんな場所からで

です︒リビング︑キッチン︑

ながら︑木の重厚感を感じる二世帯住宅

デザインと使いやすい間取りを両立させ

ドオープンしました︒スタイリッシュな

11

した︒
注文住宅の

合の家﹂
︑是非一度ご覧ください︒

そのまま体験できるリアルサイズの﹁和

︵グラシアル︶を
Gracial

も大切にするために特別な空間を設けま

事動線を確保して︑プライベートな時間

族の時間を充実させるための効率的な家

たインテリアがシックな空間を演出︒家

内装は深い色合いの木材と︑落ち着い

プな印象を感じさせます︒

リを与え︑緩勾配の片流れ屋根はシャー

外壁タイルの切り替えが見た目にメリハ

高級感と安定感のある外観は塗り壁と

イズの展示場です︒

実際の生活がイメージしやすいリアルサ

新展示場
﹁和合の家﹂がオープンしました︒

４月４日︑愛知県東郷町に新和建設の

リアルサイズで実際の生活を体感で
きる「和合の家」

ご覧になってください︒

暮らせる︑スローライフな展示場をぜひ

族みんなが自然を感じながらゆったりと

ゆったりくつろぐ大空間ＬＤＫなど︑家

6

ご来場予約は
こちらから
ご来場予約は
こちらから

自分が住むならこんな家に住みたいと
思う理想的な家が出来ました。
見る価値ありますよ。

子育ても家事も妥協したくない。そして自分
の時間も大切に。そんな暮らしをつくれるお
家があります。ご来場お待ちしております。

き

季光風土

澤田悟さん

成瀬浩太郎さん

と

Gracial（グラシアル）

岐阜県庁前展示場
〒500-8382 岐阜県岐阜市藪田東1-3-20
（岐阜ハウジングギャラリー内）
TEL 058-272-1670
水曜定休
愛知県愛知郡東郷町大字和合
和合の家
〒470-0153
水曜定休

STAFF VOICE
STAFF VOICE

時間を忘れる、スローライフな暮らし

木を感じる、魅力的な暮らし。

岐阜県庁前
展示場

2
3

和合の家
（東郷町）

INFORMATION
北名古屋市周辺

新和建設展示場・続々オープン&リニューアル

テイク アウト で楽しもう！
ゐなcafe

ママの声をあつめて建てた、
子育てしやすい平屋の家

北名古屋市役所

東庁舎1Fに誕生したお洒落カフェ

市役所の一角にありながら、異空間を思わせる素敵なお店
です。お洒落な大人女子をイメージした鮮やかなドリンクは
種類も豊富ですが色とりどりの「くりぃむソーダ」は世代を
問わず大人気！ 繊細な盛り付けが食欲を誘うお料理は、誰
の口にも合う優しい味付けです。トロトロの温玉が乗った特
製ローストビーフ丼や豆板醤の辛みがクセになるガパオライ
スなどフードメニューもテイクアウト可能ですのでお家で
ゆっくり味わうことができますよ。

ゐな café（イナカフェ）
〒481-8501 北名古屋市熊之庄御榊 60
0568-25-5225
11：00 〜 22：00 日曜・第一月曜定休
https://instagram.com/inacafegram/

もっちりとした自家製パンが人気

Route Neeze

（ルートニーゼ）

シンプルな落ち着いた店内では、無農薬野菜を使用した日
替わりパスタやサンドイッチが人気です。自家製のパンは

Ϝηɻ̏FP



他では味わえないもっちり感が特徴。人気のキャラメルミル

Route Neeze（ルートニーゼ）
481-0004 北名古屋市鹿田栄104-1
CEDAR FIELD １Ｆ
入することも可能です。日替わりで登場する限定メニューや、



クブレットの他にも様々なパンが焼きあがり、パンだけを購



０５６８−２４−２７８０
11：00-22：00（ランチ〜 14：00）
水曜・第３火曜定休
ありますよ。テイクアウトは作り置きをせず、できたてを提
ࠕᮌࡢࡠࡃࡶࡾࢆᬽࡽࡋࡢ୰ࠖ
https://instagram.com/routeneeze/

家飲みのお供にデリの盛り合わせなど嬉しいテイクアウトも

きのか

木香の森展示場
（北名古屋市）

供しているので予約してからの来店が便利です。
࢟ࢵࢳࣥࠊᘓලࠊᗋ➼ࡢఫᏯ㒊ᮦࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ

ࡈᥦࡍࡿ↓ᇈ1Rࡢᮌ㉁⥲ྜᘓᮦ࣓࣮࣮࢝
健康的で野菜たっぷりのランチが人気
ࢩ࣮࣮࣒࡛ࣙࣝ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

※ロフトがあるため2階建てのような外観になってます

棟のモデ

キッチン、建具、床等の住宅部材をトータルで
ご提案する無垢 No.1 の木質総合建材メーカー
ショールームでお待ちしております
ウッドワンプラザ名古屋

5

3

愛犬家住宅はじめました！

「木のぬくもりを暮らしの中へ」



働くママも ほっ と落ちつける
家事が楽で子育てしやすい
そんな住まいが完成しました。

ご来場予約は
こちらから

1

25

日に木香の森展示場がリニュー



小木曽俊介さん

4

月

北名古屋市や周辺地域のお役立ち情報やほっと一息つける暮らしのアイディアを掲載しています。是非フォローお願いします。

STAFF VOICE

アルオープン︒敷地内にある

ྡྂᒇᕷ୰ᮧྡ㥐
ྡྂᒇࣅࣝࢴࣥࢢ)
7(/  
ママライフデザイン研究所が運営している「オンラインママライフエキスポ」 のインスタグラムでは、テイクアウ
ト情報の他に

木香の森展示場
〒481-0004
愛知県北名古屋市鹿田合田240
TEL 0568-55-6700

1

棟は床

ࠕᮌࡢࡠࡃࡶࡾࢆᬽࡽࡋࡢ୰ࠖ
࢟ࢵࢳࣥࠊᘓලࠊᗋ➼ࡢఫᏯ㒊ᮦࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ
ࡈᥦࡍࡿ↓ᇈ1Rࡢᮌ㉁⥲ྜᘓᮦ࣓࣮࣮࡛࢝ࡍࠋ

࢘ࢵࢻ࣡ࣥࣉࣛࢨྡྂᒇ

のリフォームや模様替えを施して装い新

はテイクアウト可能なので是非お試しください。

ルハウスのうち 棟を建替え︑

タリ。黒糖わらび餅がドリンクと相性抜群です。ドリンク類

たにオープンいたしました︒

ナルコラボ商品「わらび餅ドリンク」はこれからの季節にピッ

KIRAKU平屋﹂は隠

極上わらび餅たなか屋さんとのオリジ

建替えをした﹁

店舗南隣りにある

ムスタッシュ
〒481-0013 北名古屋市二子瀬古43-1
0568-39-6491
11：00 〜 15：00
木曜定休
https://instagram.com/__mustache.cafe/

せる水まわり収納や︑お客様のための玄

さまざまな味を楽しむことができます。

関＆家族が気兼ねなく使える内玄関を採

Ⴀᴗ㛫㹼
通り、メイン料理には、野菜を使ったおかずが何種類も並び、
ఇ㤋᪥ẖ㐌Ỉ᭙᪥ࠊ࠾┅ࠊᖺᮎᖺጞ

用した安心の間取り︑秘密基地のような

7(/  
だくことを一番意識しています」という店主のこだわりの

ロフトなど快適に過ごす工夫がたっぷり



です︒内装はナチュラルな木の質感でと

ྡྂᒇࣅࣝࢴࣥࢢ)

鮮やか。「お客様に最初から最後まで楽しくお食事していた
㻸㼕㼒㼑㼟㼠㼥㼘㼑㻒㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑ࢰ࣮ࣥෆ

ても癒されます︒表情豊かなリアルサイ

ྡྂᒇᕷ୰ᮧྡ㥐
たくさんの野菜が使われているランチメニューは、目にも

ズのモデルハウスをお楽しみくださいま

࢘ࢵࢻ࣡ࣥࣉࣛࢨྡྂᒇ

せ︒

ムスタッシュ

KIRAKU 平屋

名古屋市中村区名駅 3-28-12
大名古屋ビルヂング 11F
Lifestyle&Service ゾーン内
TEL
（050）9000-3440
営業時間 10:00〜18:00
休館日
毎週水曜日、お盆、年末年始

新和建設は人にとっても大切な愛犬に

特に犬は個体差があり、犬種によって

とっても暮らしやすい住まい「愛犬家住

特徴も違います。それぞれの犬種に対し

宅」を始めました。

て適切な環境にしてあげることで、怪我

近年では小型犬から大型犬まで室内で
飼うご家庭が増えてきました。愛犬と一

や病気の原因やストレスを取り除くこと
ができます。

緒にくつろいだり、お昼寝する時間は至

木香の森展示場には愛犬家住宅に詳し

福の時です。しかし、人にとって住み心

いスタッフが常駐しておりますので、是

地の良い環境が愛犬にとっては怪我や病

非お気軽にご相談ください！

気の原因になっているかもしれません。

締切間近！ フォトコンテスト開催中！

青木翔さん
私もワンちゃん大好き30年です。 大切な
ワンちゃんのための素敵なお住まいがで
きるようにお手伝いさせていただきます！

4

木のある暮らし

ペットコラム

床の滑りは心の滑り？

LIFE WITH WOOD

文・奥田順之 人と動物の共生センター理事長／獣医師（獣医動物行動診療科認定医）

犬も人に負けず劣らず高齢化が進んでいま

能が下がり、歩けなくなったりすると、認知

す。その中で頻発するようになったのが犬の

機能の低下は進みやすくなります。高齢にな

認知症。犬の認知症では、昼夜逆転して徘徊

ると、足の踏ん張りが効かず、フローリング

する、吠え続ける、家の中で迷子になる、不

で滑ってしまうことも。何度も滑ると、それ

安が強くなる、飼い主を認識できなくなると

が不安を強めて歩く意欲をそいでしまいます。

いった変化が起こります。加齢性の変化です

滑る床は、骨折や関節の痛みにつながるだ

から、回復させることはなかなか難しいので

けでなく、認知機能にも影響するのです。最

すが、予防することは可能です。

期まで心も身体も元気に暮らせるように、滑

機能性とデザイン性がマッチした
住みやすい家
岐阜県大垣市 Ｉ様邸

らない床を用意してあげることは、愛犬の一

予防には、サプリメントや食事療法以外に、

強度や耐震性などの機能性とカフェら

生にとって大きなプレゼントになるでしょう。

理学療法も大きな影響があります。身体の機

しいデザイン性にこだわったI様邸。吊

戸棚のないキッチンは、見た目だけでな
くリビングの子供たちを見守るのにも便
利。リビングから見えない場所の収納も

地域情報

再び時を刻み始める、思い出の時計

充実。現在はおもちゃ棚として、将来は

時計修理工房 株式会社近江屋

ランドセル置き場として活躍予定です。
家族みんなで寝やすい畳の寝室では、毎

思い出や歴史が詰まっているあなたの時計、止まったまま

晩天井の木目に心が癒されるそうです。

大切にしまってありませんか？
名古屋市昭和区にある株式会社近江屋は76年続く時計修

理工房。時計修理技能士８名が在籍し、電池・ベルトの交換
からオーバーホールまで時計に関するあらゆる修理を行って
います。近江屋は松坂屋名古屋店 北館5階の「時計修理コー
ナー」で時計修理を行っており、その実力は折り紙付き。本

社でも時計修理を受け付けておりますので、止まった時計、
調子の悪い時計はお気軽に近江屋へどうぞ。また、オンライ
ンで修理ができるサービス「e Tokimente」
を6月にスタート。

田園風景が似合う
新・家族の集う家

高品質な修理対応は、綺麗な環境から。本社２階の修理工房

自宅から郵送で修理を依頼できますよ。

株式会社 近江屋
〒466-0047
名古屋市昭和区永金町2-22-1
Tel 052-881-7533

「時計は世代を超えて大切にされてきました。時計
修理をとおして、人の繋がりから人と物を大切にする

愛知県小牧市

モノトーンの外観に軒天材を省いた軒
裏の垂木がきらりと光るN様ご邸宅。1

ネット修理始めました

社会づくりに貢献したい」

N様邸

階には廊下を作らず、2階は吹き抜けに

と語る 代表取締役 大畑さん

面した子ども部屋の壁に障子窓をつくっ
たことで、家のどこでも家族の気配が感

編 集後記

▼おうち時間を楽しむべ

く、小さな庭を思いっきり

充実させました。畑に日避

けのタープ、ピザ窯、目隠

しの柵、ハンモック、子供

用のビニールプール、花壇、

ハーブ、コンポスト・・・。

ぎゅうぎゅうになりました

が、楽しい夏が過ごせそう

です。（川合）

▼外出自粛の中、友達から

リモート飲み会に誘われ参

加してみました。ちょうど

寝ようとしていたので最初

はテンション下がっていま

したが、再度ワインを飲み

時間以上話しました。思

始めたらテンション上がり

いっきり部屋着でスッピン

なのですがこんな飲み会も

顔見れて話せるだけで気分

上々でした。（塚越）

▼最近断捨離をして部屋を

スッキリさせたら、枯れて

いた観葉植物から新芽がた

くさん出てきました。物が

多いと部屋の気が滞ると言

いますが、スッキリ片付い

た部屋は植物にとっても

清々しいようです。
（深見）

▼いきなりステーキがテイ

クアウトを始めたので、初

め て 食 べ ま し た。 興 味 は

あったものの、食べ切れる

か分からなくて躊躇してい

たのです。家で鉄板を熱し

てステーキをのせて食べた

ら予想以上に美味しくて満

足でした。一緒に買ったハ

ンバーグは半分残して次の

日に。行ったことがないお

店でも、テイクアウトなら

安心です。
（若井）

じられます。リビング横の畳エリアに設
けた縁側は、田園風景を楽しむのにぴっ
たり。等身大の家族が集う家の秘訣は動
画にて公開中。

※コロナウイルスのため内容を変更して掲載しています。

効率アップが
うれしい

たっぷりが
うれしい

ホーロー
だから
手間いらず

キッチンに求められるもの、

2

それは「お手入れのしやすさ」、「たっぷりの収納」、
そして「効率よく調理ができること」。
タカラの「ホーロー家事らくキッチン」で
あなたの家事を「らく」にします。
らくらく
お手入れ

7

らくらく
収納

らくらく
調理

6

うのもありますよね。それ

は建材を再利用できるとい

●リフォームのメリットに

設さんにしていただいて３

●家のリフォームを新和建

す！

で、とてもうれしく思いま

ける仕上がりになったよう

の引き締まる思いです。

ている方が多く、いつも身

ると、丁寧な暮らしをされ

ナー様のご邸宅にお伺いす

ライターとしてホームオー

▼ あ り が と う ご ざ い ま す。

います。（桜さく）

一部抜粋しています︶

もＳＤＧｓの一環ではない

年になります。ていねいな

︵編集 室 注

かと思います。（らいむ）

仕事で満足しています。「空

お便り紹介

▼確かにリフォームは、環

すが、今のコロナの拡大を

いと思います。（マイケル） お知らせ、とっても残念で

スについて記事があるとよ

みると致し方ありません

境への負荷が少なく、廃棄

東濃桧を育て活用する新和

▼企画のご提案ありがとう

●「新和祭り」開催中止の

建設の新築とは別の切り口

ございます。編集室で検討

物 も 大 幅 に 節 減 で き ま す。 間上手」に家のメンテナン

から、ＳＤＧｓの一環と言

…。（テレちゃん）

をしていきたいと思います。 ね！早く収束しますように

【占い師

えそうです︒

●新和建設さんは、まさに

15

年が経過した

3

●新築から

牡牛座

今冬、壁の塗り直しを新和

牡羊座

ＳＤＧｓを実践されていて、 ▼コロナの影響がどんどん

印刷／ブラザー印刷株式会社

Lucky Horoscope 【星占い】2020 年 7 月〜 9 月

建設さんでやっていただき

深 刻 化 し て い ま す。 Stay

が少しでも心安らぐ
Home
ものであるように、新和建

深見景子

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご意見・ご感想は本誌等で紹介させていただくことがあります。

ら嬉しいです。（編集室）

抽選で500円分のQUOカードをプレゼントいたします。

■お問合せページ https://www.sinwanet.co.jp/
■送り先（はがきの場合）
〒481-0042 愛知県北名古屋市野崎山神 15 番地
株式会社 新和建設「空間上手クイズ」
締切：2020 年 8 月末日

我が家も大変お世話になっ

④ペンネーム

ました。あとウッドデッキ

るご意見、ご感想等

⑤生年月日 ⑥性別 ⑦住所 ⑧お名前 ⑨電話番号
をご記入の上、 送信または郵送して下さい。

ています。プロの新和さん

①クイズ番号 「空間上手94」 ②クイズの答え

③お家に関する質問、 暮らしのアイデア、 本誌に関す

も作り直してもらい大変満

新和建設ホームページ 「お問合せ」またははがきで

思い、マメに掃除をしたり、 設の家がお役に立っていた

○に入る文字はなんでしょう？

可能な快適生活をおくって

発行／新和建設 発行人／𠮷村浩人 編集人／空間上手編集室
取材協力／Ｉ様ご家族 N 様ご家族 THANKS ／村田元夫 川合里美

○○○住宅

年間、長いお付き合い

人も愛犬も暮らしやすい住まい

15

足しております。
（Ｙ．Ｋ．） に頼るだけではいけないと

2020

▼

No.

94

No.94

を あ り が と う ご ざ い ま す。 エコに努めたりして、持続

空間上手クイズ

メンテナンスも満足いただ

50名様にQUOカードプレゼント！

香月麗】西洋占星術、インド占星術をはじめ東洋西洋多数の占術を研鑽し、
多くの弟子を持つ。岡崎イオンで実践鑑定をしています。

天秤座

蠍座

デザイン／ GUUMA DESIGN

【7月】ハラハラドキドキ見えない障害運あ 【7月】兄弟姉妹と関わって喜び事あり。ほ 【7月】金運ラブ運はいいモノの仕事運が 【7月】チャンス到来活躍期。コミュニケー
り。伝達ミスには要注意をラブ運はアップ のぼの過ごせそう。
NG。誤解スケジュールミスには要注意を ションや仕事運もアップで即行動して◎
【8月】多忙になり周りの応援でチャンス到 【8月】アクティブに行動できて楽しく過ご 【8月】スタミナ切れで事故怪我注意 熱中 【8月】は思わぬ出費で四苦八苦。いい変化
症には要注意を
で乗り切って◎
来。いい買い物できそう
せそう。ラブ運はほのぼのモードで◎
【9月】思いがけない出費で四苦八苦。後半 【9月】周りの応援で注目度アップ。後半多 【9月】グループで注目運あり。仕事運も 【9月】目に見えなくても障害運あり。ラブ
から行動面ちぐはぐ注意を
忙になり事故怪我注意を
アップですが思わぬ出費に注意を
運金運はアップしていい買い物できそう

ふたご座

蟹座

射手座

山羊座

【7月】ラブ運金運アップでいい買い物でき 【7月】健康面が赤信号なので適度に休息を 【7月】ラブ運金運下降気味。やりくり名人 【7月】スタミナ切れの下降気味。今はパー
るとき。イライラから事故怪我には注意
。誕生日過ぎてからホッとしそう。
に徹して◎
トナーとの関係で乗り切ると◎
【8月】懐かしい人たちと関わって喜びあ 【8月】精神的ストレスマックスで健康面も 【8月】金欠気味でテンションダウン。テン 【8月】幸運と破壊と再生との狭間でテン
り。交際費に出費がかかりそう
ケアして◎ラブ運はアップ
ションアップで乗り切って◎
ションアップダウン。適度に切り替えを
【9月】不動産で喜びあり。アクティブに行 【9月】お金の動きにドキドキ。思わぬ収入 【9月】周りの応援で発展期あり。閃いたこ 【9月】周りの応援で活躍期到来。ラブ運金
動できそう
ありでホッとしそう
とは即行動で◎金運は上昇中
運はNG。事故怪我には注意を

獅子座

新和建設の古民家再生住宅
「築100年の古民家をこれから先100年住み継ぐ」が
2019年度グッドデザイン賞を受賞しました。

【7月】ステージアップ前の膿だしの時。健
康面は赤信号。反省モードで謙虚に行動。
【8月】誕生日超えてホッと一息できそう。
金運ラブ運はNG
【9月】コミュニケーション力アップで閃い
たことは即行動をして◎

乙女座

2

みずがめ座

うお座

1

【7月】グループ活動で注目運アップ。仕事 【7月】健康面が不安定なトキ。慢性病は早 【7月】周りの応援で輝けそう。ラブ運金運
運◎ラブ運はNG
めに対処して◎。ラブ運は◎
はNGなので優しい気持ちで乗り切って◎
【8月】誕生日前のスタミナ切れNG。適度 【8月】仕事の仕方で変化のトキ。閃いたこ 【8月】仕事運アップなので頭の回転はフル
に休息をして◎
とがお金の元につながりそう
回転。閃いたら即行動を
【9月】誕生日の生まれ変わりで「変化」が 【9月】いっきにスタミナ切れで赤信号。今 【9月】体調面が下降気味。適度な体のメン
キーワード。ラブ運も◎で金運もアップ
は休息してリラックスタイムを
テナンスして◎

大 切 な 時 計 、 心 を 込 めて修 理しま す
創 業 76 年

年 間 修 理 2 0 , 0 0 0 本 以 上の実 績

オーバーホール

ポリッシュサービス（ 磨き ）

電池交換

舶 来電 池 式 時 計（クォーツ）オーバーホール￥15 , 0 0 0 〜
舶 来 機 械 式 時 計 オーバーホール￥3 5 , 0 0 0 〜

https://www.sinwanet.co.jp/

お気 軽にお問い 合 わ せください
地図はこちら

株式会社

近江屋

〒466-0047
名古屋市昭和区永金町2-22-1

TEL 052-881-7533
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