
暮らしのデザイン体感ツアー OPEN HOUSE

　 2013.11.23（土・祝） 24（日）　刈谷市　注文住宅完成見学会
【都会で、穏やかな時間を愉しむ暮らし】

　 2013.12.7（土） 8（日）　小牧市　注文住宅完成見学会
【緑道の中、心地よい朝時間が流れる暮らし】

　 2013.12.14（土） 15（日）　小牧市　リノベーション完成見学会
【大人のためのマンションリノベーション】

WORK SHOP
もうすぐクリスマス！
2013.11.12（火）　ボックスアレンジメント
2013.11.24（日）　クリスマスリースづくり

もういくつ寝るとお正月？
2013.12.10（火）　お正月リースづくり
2013.12.12（木）　お正月リースづくり
2013.12.28（土）　楽しくお餅つき

上質な暮らし　包む文化を体感！
2014.2.15（土）〜2.28（金）　
山田てるみ アッサンブラージュアート展
2014.2.18（火）　アッサンブラージュアート教室

参加費／4,200円　会場／ラ・カーサ江南
参加費／4,200円　会場／ラ・カーサ江南

参加費／4,000円　会場／ラ・カーサ春日井
参加費／4,000円　会場／ラ・カーサ江南
参加費／無料　　　会場／ラ・カーサ江南

会場／ラ・カーサ春日井
会場／ラ・カーサ春日井

“食べる”コトは暮らしの中心。

食材選びにはじまり、どう料理し、どんな器に、どう盛りつけて、

誰と、どんな空間で、どんな会話を楽しみたいのか。

片付けを含めて、すべてが“食べる”コトであり、

私たちは五感で暮らしを愉しみたいと思っています。

だからこそ、“食べる”コトの設備にもこだわりたい。

la CASAからこの冬、新たなキッチンがデビューします。

発表：11月下旬予定
問い合わせ　ラ・カーサ　
70120-30-8228　
http://www.lacasa.co.jp

IDEA
テーブル一体の
キッチンなら…

つくると食べる、つくると
家族の時間、つくるとおも
てなし、暮らしのいろんな
組み合わせのシーンが広
がります。

IDEA
キューブ型の
キッチンなら…

対面やＬ字に並んで一緒
にお料理を楽しめます。時
にはスタンディングバーと
して…会話がはずみ、つく
るコトが楽しくなるキッチン
です。

編集後記
こんにちは。ラ・カーサ　スタイルマガジン”Ｌａ．”創刊号をお読みいただき、ありがとうございます。日常の何気な
い暮らしを豊かに愉しんでいただくために、食べるコト、住まうコト、眠るコト、楽しむコトをテーマーに毎回美しい
写真とともに話題をご提供できたらと考えております。第2号以降もご期待ください！

cover写真　
photographer 太田 昌宏
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イベントのご予約は
ホームページから
la CASA　問い合わせ・お申し込み
TEL：052-251-3550

Café de lacasa ロフト栄店：2014.1.1（水・祝）のみ休業
茶寮　花の宴：2013.12.29（日）〜2014.1.2（木）昼の部まで休業、夜の部より通常営業
その他Café de lacasa各店、la CASA春日井店、la CASA江南店、la CASA 栄Lab.：
2013.12.29（日）〜2014.1.5（日）休業

※各イベントの内容は、予告なく変更になる場合がございます。la CASAのHPでご確認ください。

la CASA
各店の

年末年始
休業のお知らせ

la CASAでは、“愉しく暮らす”ための、さまざまなイベント＆情報
をHPでご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。 http://www.lacasa.co.jp

ラ・カーサ 検索

ラ・カーサ 検索

　今の暮らしを、さらに豊かなものにするためのイベントを集めました。実物
大のものを自分の眼で見たり、体感することで自分たちが“どんな暮らし方を
したいか”が見えてくるはずです。

ミーレ・センター表参道
東京都港区南青山4-23-8
営業時間／11:00〜18：00 
定休日／月曜（祝日の場合は営業、翌日休館）
問い合わせ／70120-310-724
http://www.miele.co.jp※イベントなどの詳細は、ミーレHPをご覧ください。

Event Informationイベントインフォメーション
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料理教室などイベントにも注目
「ミーレ」表参道ショールーム

ちゃんと暮らす ちゃんと食べる
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2013.11.17（日）～2014.2.28（金）

「KLIPPAN」と「minä perhonen」
コラボブランケットが登場！
　北欧の老舗テキスタイルブランド「KLIPPAN（クリッパン）」と、
日本の人気アパレルブランド「minä perhonen （ミナ ペルホネ
ン）」がコラボレーションしたブランケットの販売が、10/10（木）よ
り開始されます。
　「minä perhonen」デザイナーの皆川氏が描き起こした、物
語性のあるデザインには、思わず一目惚れしそう！　ガーデンパー
ティーに用意すれば、センスがよりアップしそうです。
販売開始／ 2013.10 〜
販売／ SOUP. （愛知県安城市住吉町3-6-12 レクシティSHOW 2F）
問い合わせ／☎0566-95-5288
http://www.eoct.co.jp/news/products/12191/

Topic 

　ドイツの高級家電ブランドとして知られる「ミーレ」。その表参道ショー
ルームが、今年3月に「ミーレ･センター表参道」としてリニューアルオー
プンしています。今回のリニューアル後はハイエンドモデルの展示が
充実し、これまで以上にミーレの世界観を体感できる空間に。それぞれ
のテーマをもった、地下1階から地上3階までの各フロアでミーレの世
界を堪能できます。
　また、最新モデルの機器体験会や、ミーレの機器を使った各国の
料理作教室なども随時開催中。
　“新しい暮らし方”を模索しているなら、ぜひ訪れてみたい場所です。

Present
　パリの最新の小物を集めたボンズールブ
ティックから、エッフェル塔チャームの付いた
ブレスレットを1名様にプレゼントします。ボン
ズールブティックは、http://www.bonzour.
jp/でもご覧いただけます。

応募先／ request@lacasa.co.jp　※件名を「ボンズールプレゼント」としてください。

メールで、①郵便番号、②住所、③氏名、④年齢、⑤電話番号（または携帯番号）、⑥「la 
Magazine」の感想や今後取り上げて欲しいことなどをお書きの上、上記応募先に送信して
ください。抽選で1名様に賞品をお送りします。当選は発送をもって代えさせていただきます。

※個人情報は、当プレゼントの当選者発送及び問い合わせのために利用いたします。また、関係法令に
より認められた場合等を除き、お客様の事前の承諾なく第三者に提供することはございません。

from ボンズールブティック

　上質な本物の物づくりにこだわりを持つショップや工房と、暮らしを愉しむコンセプト
づくりからはじめて、家づくりを成功させたラ・カーサのオーナー様宅を巡るツアーを、
期間中開催します。

暮 らしを 豊 か に 愉し む た め に

「REAL Style」と「Cuisine Francaise la CASA」と
「オーナー様宅」の見学ツアー
　生活文化の向上を目指し、本物を提供するインテリアショップ「REAL Style」を見
学し、大人の隠れ家的フレンチの店キュイジーヌではお茶をしながら、日本の職人の
物づくりにかける情熱と巧みの技の素晴らしさを学びます。

　体感ツアーは、第2回、第3回、第4回と内容も変え計画中です。お楽しみに！　日
程の詳細は、下記ラ・カーサのホームページで随時お知らせします。

　暮らしはクリエイティブの宝庫です。ラ・
カーサと同じく本物の物づくりに徹し、上
質で豊かな暮らしのための提案をしている
工房やショップと共に、人を豊かにするデ
ザインとは何かを、イベントを通じて発信し
ていきます。

　暮らすことを愉しむために、暮らすコトからデザインされたla CASAの家を体感
してみませんか。完成見学会では皆様のお越しをお待ちしています。下記HPま
たは電話でお申し込みください。

予約制

第１回 開催日　2013.11.17（日）
参加費　500円（大人一人）　要予約（定員あり）

出発地　Café de lacasa ロフト栄
　　　　（名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパーク３F）
集合時間13:00　解散予定時間17:40

出発地　Café de lacasa 江南（江南市江森町南76）
集合時間12：30　解散予定時間18：00

“本物にこだわる手仕事の世界”第１回体験ツアー
開催日決定！

la CASA Style Magazine for good life vol.1
創刊号
TAKE FREE
http://www.lacasa.co.jp
E-mail request@lacasa.co.jp

　創業1902年。注文住宅やリノベーションを展開するla CASAからキューブ型とテーブル一
体のフルフラットオリジナルキッチンがいよいよ１１月デビューします。
　レストランやカフェも運営するla CASAが、そこで提供する非日常的な空間や、豊かに流れ
る時間を、日常の暮らしでも実現したいと企画。
　食を愉しむシーンを想定してつくられたオリジナルキッチンには、それぞれにライフスタイルや
インテリアに合わせた魅力的なバリエーションが用意されています。

上質な大人の空間づくりを提案するla CASAから
オリジナルキッチン2014年モデル、デビュー！

内装設計は、世界的建築家である隈研吾氏。

オープンハウスでは、家づくりやライフスタイルのヒ
ントをたくさん手に入れていただけるはずです。どう
ぞご参加ください。（写真はイメージです）

Ａ
コース

B
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事前準備
〈鱈の白子の下処理〉
① 鱈の白子を綺麗に洗い、塩を振り全体を混ぜ合わせる。
② 氷水を張ったボウルに白子を入れ、ぬめりを洗う。余分な

皮があれば取る。
③ 白子をザルに取り、上から熱湯をまわしかける。
④ 身が締まったら、ペーパータオルの上に一口大（約30g）

にちぎっておく。
〈カプチーノソースを作る〉
① Aの材料を薄切りにして鍋に入れ、中火でゆっくりと炒

め、魚のだし汁（コンソメスープ）を入れ、沸騰したら中火
で約10分煮込む。

② ①をしっかりミキサーにかけこし器でこ
す。（編み目の細かいザルでもOK）

③ こしたものの半量を元の鍋に戻し、生
クリーム100cc（全量）を加える。弱火
で火にかけながら、ハンドミキサーで泡
立てる。

〈バルサミコソースを作る〉
① バルサミコ酢を鍋に入れて、弱火でとろ

みがつくまで煮詰めたら完成です。
〈あしらいを用意する〉
① 赤パプリカはスライサーで薄く、リボン状にスライスして

おく。
② フライパンにバターを入れ、軽く熱しごく薄い茶色に

なったら、4 〜 5cmに切った青菜を入れ、塩で味を
調える。

メインクッキング
① 下処理した鱈の白子に塩・コショウを

し、強力粉をまぶす。

② フライパンにオリーブオイルを熱し、強
火で鱈の白子を焼く。片面がきつね
色になったら裏返し、バターを加えなが
ら反対の面もきつね色になるまで焼
く。強火→中火にして、焼き過ぎない
のがコツです。

③ 皿にあしらいの青菜を盛り、白子をの
せる。

④ カプチーノソースをまわしかけ、バルサミ
コソースを上に飾るようにかけます。

⑤ ハーブ、赤ピーマンの薄切りを飾って
完成です。

心、豊かに
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「
感
性
」を
く
す
ぐ
る
、五
層
の
ス
キ
ッ
プ
フ
ロ
ア
。高
感
度
な
家
づ
く
り
は
、自
分
た
ち
磨
き
に
も
つ
な
がって
…
。

お腹に子を宿す母
それが「包」の文字となって

大人のための、飾るクリスマス

“包む”ことをアートとして表現して

～赤パプリカとリンゴのカプチーノでいただく～

鱈
タ ラ

の白子のムニエル  青菜のソテー添え

白子のムニエルと

   ariage

名古屋市　O様 2012年2月完成
ご家族構成　ご夫婦＆お子さま2人

名古屋市　O様邸

自然のロケーションを生かし
自分たち好みの家を建てたい！

暮らしへの“遊び心”を求めて

提案されたのは、想定外の
五層スキップフロア

暮らしは、自分たちで“創り上げて”いくもの

暮らしは自分たちで創るもの
暮らすコトを愉しみたい

　「私たちの新築計画は、家の東側以外すべて道路に面した角地に建
つ、古い住宅を壊して行うというものでした。土地を選ぶとき、三方が道路
のためプライバシーを保てるか心配でしたが、南の道路沿いに流れる河
川の緑地帯と、西側の道路をはさんで位置する小さな公園の緑を見て、
この環境に建てたいと思ったんです。

　数社のハウスメーカーや工務店に相談しプランを進めていましたが、
このロケーションを活かしてもらうには、規格住宅や普通の間取りの家で
は難しいと感じていました。また、夫婦2人ともインテリアに興味があり、ヨー
ロッパのシックなインテリアの写真などを集めてスクラップブックをつくったり
していました。けれど、自分たちが興味を持てば持つほど、相談する担当
者やスタッフには、自分たち以上のセンスや感性を求めてしまいます。そん
な背景があり、なかなかコレだと思える家に出会えませんでした。
　そんなとき、目にしたのが「la CASA」の完成見学会の広告でした。そ
れを見たとき「楽しんで家づくりをしている感じがする、何か違う！」と直感し
たんです。もちろん、その見学会には参加しました。見学会では、ナビゲー
タースタッフの女性が案内してくださいましたが、その知識の深さやセンス
に驚かずにはいられませんでした。資金計画の面でも、建築だけでなく、
引越し費用などまで含んだ諸費用などすべてを割り出して組み込んでく
ださり、安心できました。なんでもプラスするのではなく、「本当に必要かど
うか？」と確認してくださるところにも好感がもてました。

　新築を決め、具体的な設計に入ると「普通の家、という感じのものは
ちょっと…」という僕らの気持ちを汲み、デザイナーさんから“五層のスキッ
プフロア”が提案されました。いくつものスキップがある立体的な家づくり
の提案は、期待で胸がワクワクするものでした。まず一層目は玄関と水ま
わり。30cm上がった二層目はダイニングキッチン。60cm下がった三層
目は私の趣味コーナー。ダイニングキッチンから90ｃｍ上がってリビングス
ペース。さらに上がって寝室・子供部屋…。実際の暮らしを想像しただけ
で楽しくなる、そんな家づくりの提案でした。

　完成し、暮らし始めてみると、設計図で見た暮らしよりさらに楽しいシーンが
そこには用意されていました。たとえば同じ窓から眺める外の景色も、スキップ
フロアごとに異なります。河川の緑地や公園の木々の景色を、さまざまな位置、
高さから楽しめるようデザインされていました。日当たりの良さ、借景の素晴らし
さは抜群でした。
　また、収納も動線を考えて各フロアで完結しているため、使い勝手もいい。
家のどこにいても家族同士が気配を感じられるのも気に入っている点です。

　今は、この暮らしをさらに愉しくしたいと、理想の家を目指していろいろ手を
加えています。そのために僕たち夫婦自身もセンスを磨いています。そんな空
間の中での夫婦プラス息子たちとの生活は、まさに“暮らしを創り上げる”感覚
です。完成後の今も「la CASA」にお邪魔し、店内のインテリアを参考にした
り、スタッフのみなさんに相談にのってもらったりしています」

子をお腹の中で守る姿
が、文字となった「包」。

山田てるみさん
wrapping school主宰、ラッピングデザイナー、
ラッピング工作家。
色彩学・デザインを学んだ後、ショップ・トータル
ディレクションに携わる。そんな折、カラーとラッピ
ングの大切さを痛感し、講師資格を取得、現在に
至る。著書に『永遠（とわ）の贈り物　wrapping 
asemblage art』（2010年 文芸社）など。
http://www.yn-color.jp

紙の温度
名古屋市熱田区神宮2-11-26　
TEL.052-671-2110
営業時間　9:30 〜 17:30　
日曜定休（祝日の場合は営業）
https://www.kaminoondo.co.jp

華やかなラッピングが多い中、和紙などの素材自
体を生かした山田さんの作風は少数派。それでも、
そこからは“包む”ことへの想いが伝わってきます。

山田てるみ アッサンブラージュアート展のお知らせ
2014.2.15（土）〜2.28（金）
会場／ラ・カーサ春日井
　　　（春日井市六軒屋町3-187）
問い合わせ／☎0568-48-1181

オランダ　グラスボールセットB 
8190円〜11,445円
色々なグラスの組み合わせでオリジナル
のコーディネートを楽しめるセット

ベージュやグレージュ、
ウールホワイトなどのパ
ウダリーカラーをメイン
に、コントラストをあまり
つけず、クラデーション
で魅せるのが今年流ク
リスマスオーナメントの
飾り付けです。

VIOLET France Japon
（ヴィオレ フランス ジャポン）
http://violet-fr-jp.com

［Owner's Interviewは、la CASAで暮らしを愉しむ家づくりを実現されたオーナー様へのインタビューです］

内から外へ、下から上へとつながるO様邸。自分たちで手を加えることで、さらに愛着がわいているそう。

※アッサンブラージュとは、コラージュなど立体的なものを指します。
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ソースづくりに欠
かせないのが、こ
す作業。

薄力粉でも代用できます
が、強力粉だとより表面
がカリっとします。

片面を焼き終わったら、バ
ターを投入。強火では焦
げてしまうので注意。

ソースはスプーンを
使って。ある程度量
を一度にかけた方が
うまくいきます。 取り扱い／ REAL Style

（問い合わせ：TEL 052-323-6262）
http://www.real-style.jp

価格／6,825円

Wölffer Estate
（ウォルファー・エステート）

ブラン・ド・ブラン

材料（4人分）

・鱈の白子 ……………………… 120g
・強力粉 …………………………… 少々
・バター ……………………………… 20g
・塩、コショウ ………………………… 少々
・オリーブオイル ……………………… 適宜

〈カプチーノソース（8人分）〉
・バター ……………………………… 20g
・魚のだし汁 ……………………… 500cc
（コンソメスープなら、キューブ1個で代用）

・生クリーム ………………… 100cc
・赤パプリカ …………………… 2個
（あしらい用に、少し残します）
・リンゴ（皮付） ………………1／4個
・ニンニク …………………… 1／2片
・玉ネギ ……………………1／2玉

〈バルサミコソース（4人分）〉
・バルサミコ酢 …………………… 100cc

〈あしらい〉
・赤パプリカ……少々　  ・ハーブ …… 少々
・青菜（ほうれん草など） ……………… 1束
・バター ……………………………… 少々

la CASA
Owner's Interview

今が旬の「鱈」。その身が雪のように白いことから、「鱈」と書くようになったそう。そんな鱈
の白子を使ったフレンチなおもてなしの一品を、名古屋市千種区・池下にある「Cuisine 
Francaise la CASA」の河澄シェフに教わりました。鱈の白子は地域によって呼び方が違
い、北海道では「タチ」、青森県では「ダヅ」、京都では「雲子」と言われ珍重されています。天
ぷらや鍋も良いですが、たまにはこんなメニューをテーブルに並べるのも良いですね。

　白子のムニエルは、シャンパンや軽めのブル
ゴーニュなどを合わせるのが定番ですが、今回
紹介するのは、アメリカのワイナリーの中でも、
ぶどうの栽培法と優れた醸造設備で名高い
Wölffer Estate（ウォルファー・エステート）の
ブラン・ド・ブランをご紹介しましょう。
　ブラン・ド・ブランは、シャルドネ100％のシャ
ンパーニュのこと。きめの細かい泡立ちが特徴
で、色は黄金がかったイエロー。豊かなボディを
感じられる味わいは、クリームベースのお料理
との相性が抜群です。ワイナリーのこだわりが、
この1本に詰まっています。

　年末年始は、贈り物の多いシーズン。たとえ小さなものでも、相手の気持ちが伝
わる贈り物は嬉しいものですね。
　その、贈りものにつきものなのが綺麗な“包装”です。過剰包装こそ少なくなりまし
たが、包装まですべてを含んで“贈り物”と言っても過言ではありません。
　私たちは日常的に美しい包装に慣れ親しんでいますが、これだけ綺麗にセンス良
く包装するのは、日本くらいだとも言われています。四隅をぴったりと折り、凝った結
び方のリボンをゆるみなくかける美しい包装。日本人がもつ器用さと几帳面さが、こ
の技術を生み出したようです。
　さらに、日本での包む文化を紐解いてみると、その歴史を垣間見ることができます。
例えば「包」という漢字。これは形象文字の一つで、お母さんがお
腹の中で子どもを育てる姿からできたと言われています。ここから
考えても、日本では“包む”という行為自体が、大切に想うものを保
護し相手に敬いの心を表現するものだということがわかります。
　そういったものが一つになって、今の“包む”“贈る”文化につな
がっているんですね。

　“美しく包む”ことが日本のお家芸なら、“華やかに飾る”ことは欧米などがお得意と

する分野。その中でも、最も力を入れるのがクリスマスの飾りつけです。

　クリスマスツリーを飾る風習は1600年ごろドイツで始まったとされますが、今では

12月になると世界中がクリスマスツリーで彩られます。

　この、クリスマスツリーの飾り付けになくてはならないのが、オーナメント。オーナメン

トの形にも意味があり、ベルは魔除け、「クーグル」と呼ばれる球は永遠の命をもたら

す木の実の象徴などとされています。

　かつては子ども向けのカラフルなライトや星などが主流でしたが、今では大人でも

十分楽しめるセンスの良いものも多く手に入るようになりました。そんな中で見つけた

のが、フランス、ヨーロッパ、日本の各国各地でセレクトしたインテリア雑貨、アクセサ

リーの通販を行う「VIOLET France Japon（ヴィオレ フランス ジャポン）」のサイト。

　まさにワンランク上のインテリア雑貨や小物が揃い、クリスマスのオーナメントは

一つひとつがまるで宝石のよう！　大人同士のパーティーにもぴったりのアイテムが

揃っています。

　もはや、クリスマスは子どもたちだけのものではありません。大人らしく飾るクリスマ

スナイトを、今年は過ごしてみませんか。

　そんな“包む文化”に魅せられ、「アッサンブラージュ（※）アート」として表現して
いるのが、名古屋市在住のアーティスト・山田てるみさん。
　表情の豊かな和紙などを使い、手で包む魅力や美しさを伝えることをライフワー
クとしています。そこで今回は山田さんに、“包む”基本やコツ、魅力を伺いました。
　「まず基本として、贈る方の年齢、性別、好みなどに合わせてラッピングを決めて
いきます。そこでもう一つ重要になるのが、中身とラッピングの調和。中身に対して
派手になり過ぎたりしないようにしたいですね。決め手ともなる色は、季節を感じら
れる色を選ぶことをおすすめします。包装紙やリボンの色に四季感を出すことで、
贈り物とは別のメッセージを届けることができますよ」と、山田さん。また「ラッピング
には、言葉にはならない言葉を伝えてくれる魅力がある」とも話します。
　想いを込めた贈り物をしたくなる季節です。今年は、あなたも自分で“包んで”みま
せんか。

「包む」「飾る」ー。

“どうしても必要なもの、ではない”この二つ。

しかし、包んだり、飾ったり…そのひと手間があることで、過ごす時間や想い出、

そしてライフスタイルは、より鮮やかに彩られます。

そう、「包む」「飾る」は、暮らしを豊かにしてくれる“文化”なのです。

A

（残ったソースは冷蔵・ 冷凍庫で保存すれば
OK！　生クリームと混ぜて火に掛けたソースは
牡蛎など魚介類の料理に良く合います）

包む文化  飾る文化

包む

飾る

VOL.1

C Dhef ’s      ish

山田てるみさんが使用している包装紙は、
紙の温度でも購入できます。

M

オランダ ホワイトトナカイオブジェ　3,990円

オランダ フェザーピーコック　1,890円

VIOLETオリジナルグラスボールセット3　
ショコラブラウン＆パウダーベージュ　28,350円
クリアデコ、12個、ホワイトデコ6個などオーナメント
100個程度（150cmのスリムツリーで片面程度）

Cuisine Francaise la CASA　名古屋市千種区若水3-30-3　TEL 052-725-7229 


