
ほんものを使うしあわせ、子供に使い継ぐよろこび

天
然
木
家
具
と
の

や
さ
し
い
暮
ら
し

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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家具ってどれも同じ？ 家具なんて安ければいい？

いえいえ、天然木の家具の魅力を知れば、

家具のイメージが変わるはず。

生活をともにするものだからこそ

「家具にもっとやさしさを」。

わたしたちハーモニックハウスのテーマです。

『100%天然素材だから、安心して使える』

『汚れても、キズがついても、修理・再生ができる』

『木のぬくもりと自然な香りが、身体にも心にも気持ちいい』

 やさしさ その１
当店をご利用いただいた大阪市M邸の子供部屋

 やさしさ その2

 やさしさ その3
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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

ハーモニックハウスの天然木家具を活かした M 様宅のリビング

自然な木の色、香り、肌触り。なんだかほっとしませんか？

天然木の持つやさしさってなんでしょう。木にかこまれて感じる言葉にできない心地よさ、

それは私たち日本人の暮らしと深くかかわるものかもしれません。



木のぬくもりって
どこから生まれるの？

「天然木の家には天然木の家具が似合うでしょう？」

こうお話されるのは、京都府在住のM様。昨年の春

に新築した天然木の家。床材をはじめ柱も天井にも天

然木が使われています。家具も天然木で統一され、家

の雰囲気にやさしくなじんでいます。「たとえば夜、

家族で集まるひとときの明かりの感じが好き。木が部

屋の雰囲気をやわらかくしてくれる気がして心が落ち

着きます」と奥様。そうなんです。木は光を吸収し、

やわらげてくれるので目に疲れをあたえません。そし

て木の色調も心をなごませてくれます。こんなやさし

い空間には「木のぬくもり」という言葉がぴったり。

では、私たちが木から感じるこの「ぬくもり」の正

体って、いったいなんでしょう？

ご存じでしたか？
天然木って本当に “ ぬくい ” んです

木材がコンクリートや金属、プラスチックなどと違う

点。それは触ったときの温度感です。鉄やコンクリー

トを触った時に冷たく感じるのは、熱伝導率が高く、

手から熱が奪われるため。それに対して、木材は熱伝

導率がとても低く、熱を伝えにくい素材です。つまり

断熱性能に優れているということ。だから木は温かく

感じるんですね。そう、「ぬくもり」は科学的に証明

されていることだったんです。それだけではありませ

ん。例えば音。木には衝撃をやわらげる働きがあるの

で、耳障りな音を減らします。さらに木材は調湿機能

を持った材料なので結露やカビも防ぎ、室内はいつも

快適。こんな天然木のやさしさを全部まとめて、私た

ちは木から「ぬくもり」を感じているんですね。

木も人も生きもの。
だから手入れが必要です

ひと昔前、家はほとんどが木造でした。今や時代も変

わり、新しい建材や建築方法によって住宅事情が大き

く変化しました。鉄筋コンクリートにビニールクロス、

ステンレスにプラスチック…。たしかに施工は早く、

手入れは簡単、見た目もそんなに悪くありません。け

れど一方で、病気じゃないのに頭痛や疲労感、イライ

ラ感など、なんだか体の調子が思わしくないという不

定愁訴が増えているのも事実。いにしえの時代から木

に親しんできた私たち日本人は、体のどこかで木に囲

まれた暮らしの感覚を求めているのかもしれません。

たとえば、木の質感を肌で感じながら床を歩いた時、

部屋に入ってふと木の香りを感じる時。木に囲まれた

空間で私たちが感じるほっとする気持ちは、自然素材

から受けとる安心感とも言えます。

木の素材は手入れが必要です。でもそれは人間も一緒。

心も体もきちんと手入れしてこそ健康な生活を送るこ

とができる私たち。身の回りの道具も愛着を持って、

手入れしながら使えば、健やかなぬくもりを感じる暮

らしができるのです。

天然木との暮らしは 
なぜ やさしいの？
天然木には独特のぬくもりがあります。木に囲まれた部屋にはいると、

誰もがなんだかほっとします。それはなぜ？ そもそも“ぬくもり”ってなに？

今回も木のお話、ちょっとさせてくださいね

木 のぬくもりにかこまれて

天然木家具を選ばれた理由は？

使い込むほどに存在感を増し「捨てる気持ちになれ

ない」と思う家具。そんな家具が理想でした。家も

家具も「消費するものではなく、ずっと保っていく

もの」だと思っています。だからきちんとした素材

を使って丁寧に作られているものを選びました。 

使いごこちはいかがですか？

とってもいいです。見た目のあたたかみも、触れた

ときのやさしい手触りも。子どもたちにも、ものを

大切に使う心を伝えたいと思っています。そして将

来はこの家具たちを受け継いでほしいですね。みん

なで手入れしながら大切に使いたいと思っています。

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

「使うほどに愛着を持つことができる家
具を探していた」というM 様宅のリビ
ング。

家に帰ってくると木の香りにほっとする
というM 様のお子さん。子ども部屋も
天然木の家具で統一。

奥様の趣味は洋食器の絵付け。「天然木のテーブルに並べる
と手作りの食器がとても似合うことに気付きました」と話す。

特 集



スタッフの寄り道コラム

　

●テーブルのサイズは 3 種類あります。

・W 1100 D 1100 H 720 89,800 円（税別）
・W 1550 D 886 H 720 89,800 円（税別）
・W 1800 D 900　 H 720 99,800 円（税別）
※チェアは別売です　

木は地球資源の中で唯一、再生が可能な資源

といわれています。杉やヒノキの針葉樹で 50

年、ナラやタモなどの広葉樹は約 100 年で成

木になるそうです。このまま世界人口がどん

どん増加し、高度成長時代のなごりのように

使い捨て文化を続けていくとゴミの処分のこ

とが心配ですし、家具材になる木の成長が消

費に追いついていかない恐れがでてきます。

そんな中、未来の子供たちのために私たちが

提案できることは、修理や再生をローコスト

で行なうことができ、かつ健康や環境に与え

る負荷の少ない天然塗料仕上げの家具でした。

その天然塗料家具の良い点について、下にま

とめてみました。他にもまだまだ利点があり

ますので追々ご紹介していきます。天然塗料

家具を使う際は、時々お手入れをしてあげて

ください。石油系ウレタン樹脂塗装に比べて、

乾燥しやすいという欠点もあります。特にダ

イニングテーブルは毎日の水拭きで乾燥しや

すくなり、乾燥しすぎると割れや反りの原因

になります。ハーモニックハウスで取り扱っ

ている手入れ用オイルや蜜蝋ワックスを定期

的に塗布すると、木に潤いが生まれ、より長

く良い状態でお使いいただくことができます。

オリジナルダイニングのコンセプトについて
デザイナー：もともとのコンセプトが 100 年使い継がれ
る家具ということなので、エコロジックとかロングライ
フということは当然ですが、我々が特に意識したのはこ
のテーブルを囲む人が楽しく集えること、食事や談話は
勿論、新聞を読んだり宿題をしたり、例えバラバラなこ
とをしていても優しい気持ちで一緒にいられたら、とい
う想いでデザインしました。

デザイン・製作する上で苦労されたこと
デザイナー：いかにもデザインしました、という気負っ
たものでなく、何気なく自然で優しい・・・そんな中に
オリジナリティなり個性を出すことが難しかったと思い
ます。また、力強いイメージの材料を使って軽快で優し
いイメージに仕上げることや、やっとデザインが固まっ
ても工場の手持ちの型などを組み合わせてイメージ通り
の形に仕上げることにも多少苦労しました。

一番気に入っているところ
デザイナー：年月を経た力強い素材と優しい形がマッチ
したところ。今まで有りそうで無かった自然で飽きのこ
ない形になったと思います。このテーブルの上で幸せな
シーンをひとつずつ積み重ねていってもらえればうれし
いです。

大自然の中で育ったホワイトオーク。ダイニングテーブルになる前は

おいしいウィスキーを造る為に働いてきた樽材。長く使われてきた敬

意を込めて、磨きをかけ、家具へと姿を変えています。直線でなく少

し丸みを取り入れたデザインは女性ならではの優しさが込められてい

ます。デザイナーさんは海が大好きで、野菜作りを始めたばかりとい

う女性三人組みです。今回、このコラムのために商品のコンセプトな

どについてお話をうかがいました。

ハーモニックハウスが
天然オイル塗装の家具を選んだ理由

　  おすすめの商品紹介

オリジナルダイニングテーブル編

イベント情報

天然塗料家具の良いところ
①木の表面に塗膜を作らないのでご家庭でも比較的簡単にメンテナンスができる。

②有害な石油系化学物質をほとんど含まない塗料なので安心して使える。

③呼吸する木の肌ざわりが直接感じられるので温かみがある。

斎藤裕和
3/2（土）・4/7（日）・5/4（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組に木工体験無料チケット１名様分をプレゼント

（メンテナス教室は要予約）

3/2（土）〜 4/28（日）　    　
ARK 写真展   「犬生、猫生、人生｣　
～ Shelter animals ♥ you more ～

3/2（土）〜 3/31（日）　   　 
Sofa Fair 2013 春  ソファ全品 5％ OFF
　
3/9（土）・3/10（日）　10:00-19:00  
Aine Works 東北復興支援イベント　
ハンドクラフト・チャリティープリザ・
ポストカード販売

3/15（金）・16（土）　10:00-14:30 
ハンドメイドマーケット

（姉妹店シャルドネ・家具町工房デッキにて）
出張 cafe やワークショップ・アロマ・雑貨 etc...
毎回人気のマーケットです ！



「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。

2013.3 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・平日 11:00－18:00 （火曜定休）

http://www.kagumachikoubou.jp
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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）

MENU： 黒板時計  3,000 円、ランプシェード
2,500 円、エンピツ立て人形  1,000 円、木っ端
の 1 輪挿し  1,000 円、キーカバー 800 円など

みんなの木工アトリエ無料相談会実施中！!
入会申し込み、問い合わせは「家具町工房」
まで（定休日  毎週火曜日）

森の楽器製作教室
あなたも「森の楽器」を作ってみませんか。
リズム楽器や弦楽器など、その暖かい音色
は自然の森の贈り物です。どなたでも製作
できるコースを準備しています。親子で作
る、ご自身のオリジナルデザインで作る、
などなどご要望に合わせて指導致します。

●受講料  1 回（3 時間）3,000 円（税別） 
材料費はコース毎に異なります。

受講回数はリズム楽器で 2 回、オリジナル
弦楽器は 6 回以上必要となります。

●開講日
隔週第 1、第 3 金曜日、土曜日、日曜日
午前 9:00～12:00、午後 1:30～4:30（要予約）

木工アトリエ
新メニューご紹介

藤川 龍磨 社長
Ryuma Fujikawa

58 歳 山羊座の A 型。中肉中背、
メガネをかけた普通の中年オッサ
ン。結婚 31 年目の妻と子供 3 人

（男１、女２）。趣味はオーディオ
…しかし今はその時間もなく「仕
事が趣味」という毎日です (^o^)

大西 守 店長
Mamoru Onishi

平素は格別のお引立てを賜り誠
に有難く御礼申し上げます。 今年
で私自信はちょうど 10 年目の勤
続となります。今後もたくさんのお
客様に感動を与えられるよう励ん
でいきます。

森嵜 彰夫 工房長
Akio Morisaki

少し、難しい漢字を使っています
が、家具町工房のモリサキです。
工房長として、皆様のお役に立つ
ように努めて参ります。音楽を愛
し、いい年してライブハウス通い
が趣味です。

後藤 正隆
Masataka Goto

物流・施工部後藤です。主に
カーテンの採寸・取付をしていま
す。ご質問等ございましたらお声
をかけてください。

野川 仁英
Hitoe Nogawa

主にカーテンを担当しています。
皆様が笑顔になれるようなご提案
を心掛けてます。店内の２階に居
る事が多いので、是非遊びに来
て下さい。好きな食べ物はたまご
かけご飯と納豆です。

五嶋 里砂
Risa Goto

間取り図を見るのが大好きです！
お客様の家具選びのお手伝いが
できることを日々ハッピーに感じて
おります。

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毎回６名をご紹 介します～

［木木 cafe］ （木工体験ワークショップ）

木木 cafe は、簡単な雑貨をその場で作ること
ができる木工体験の場です。１～３時間ほどで
自分だけの手作り雑貨ができ、お子様から大人
の方まで楽しめます。ふらりと立ち寄って素敵
な小物を作って帰れらる方や、みんなでワイワ
イと来られる方もいらっしゃいます。天然木を
使って作るので色や木目の違いもたのしめます。

毎週  金・土・日および祝日開催（予約不要）
ひとやすみのドリンク付です。

（アトリエもワークショップも価格は税別です）

［みんなの木工アトリエ］（木工教室）

木の持つぬくもりや優しさに親しみながら、家
具作りを本格的に体験でき、インストラクター
の指導のもと、自分だけのオリジナル家具作り。
図面制作から始まり木製の椅子や棚などの家具
作りを体験します。安全なドイツの電動工具を
使って、家具作りの醍醐味を味わってみよう。

（当アトリエはご自分のペースに合わせて自由な時に
通えることができます。回数で精算も可能です）

毎週  金・土・日開催（要予約）
午前コース 9:00 ～ 12:00 午後コース 13:30 ～ 16:30

ラップトップカホン スリットドラム

オリジナル弦楽器


