
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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永く使うしあわせ、家族で使い継ぐよろこび

リフォームされたリビングにぴったりのサイズに生まれ変わった K 様宅のダイニングテーブル

刻まれた暮らしの記憶

天板のキズもらくがきの跡も、家族とともに暮らしてきた証し。だから再びよみがえらせて使いたい。

家具と家族、人と自然との幸せな関係です。

は大切な家具をサポートします



家族の成長に合わせてリメイク

ものがあふれる時代だからこそ、家具とのつきあい

方の新たな価値観を提案したい。私たちハーモニック

ハウスは日々そんな想いで活動しています。家具のリ

ペア・リメイクのご提案・加工もそのうちの一つです。

「今回のリメイクは、食卓をソファーダイニングに

したいと思ったことがきっかけです」と話されるのは、

大阪府四條畷市在住の K 様。三人のお子様はそれぞ

れ成長され、家族五人が揃って同じ時間に食事をとる

ことが少なくなったそうです。そこでソファーダイニ

ング用テーブルの購入を検討されましたが適当なサイ

ズが見つからず、スタッフに相談。旧家に置いてあっ

た樽木ホワイトオーク製のダイニングテーブルをリメ

イクして使うことにされました。この樽木のテーブル

も、10 年前にハーモニックハウスで購入されたもの。

樽としての役目を終え、解体されて家具にリメイクさ

れたものです。

所有する「もの」から
「人生のパートナー」へ

家具を単なる「道具」としてとらえるのではなく、

ともに暮らしをつむいでいく家族のようにいつくしん

でほしい。ハーモニックハウスの家具に付けられてい

る「銘板」にはそんな想いが込められています。銘板

は、一般社団法人ハウスオブツリー協会の厳しい認定

基準をクリアした天然木家具だけに与えられる長寿

命・高品質の証。天然の素材を使っているからこそリ

ペア・リメイクができるのです。古くなったら修理を

すること。暮らしのスタイルに合わなくなったら、合

うかたちに生まれ変わらせること。さらに親から子ど

もへ、子どもから孫へと使い継いでいくこと。かつて

の日本人の暮らしがそうであったように、現代に生き

る私たちもそんな暮らしができれば素敵ですね。それ

は家具と同じように美しい地球環境を、次世代に引き

継ぐことにつながるのではないでしょうか。　　　　

　

愛着ある家具、使えなくなったら
どうしますか？

家具のリペア・リメイクのススメ

思い入れのあるテーブルですよね ?

ウイスキーを作る樽に使われていたホワイトオーク

の色や独特の木目が気に入っていたので、引き続き

使うことができてうれしいです。天然木無垢材の

テーブルだから加工ができたと教えてもらいました。

使い慣れたテーブルがあると落ち着きますね。

リメイクをされていかがでしたか ?

希望の寸法に作り直してもらったので、当然ながら

部屋にちょうどよいサイズになりました。以前から

あったベンチ椅子やソファーにもぴったりです。そ

れにテーブル購入の費用が節約できたこともよかっ

たと思います。

「いかがですか？ 天然木家具との暮らし」
四条畷市　K 様ご家族にお聞きしました

新たにリモコンなどが入る引き出しを取り付けた。

仕上がったテーブルを見て「継ぎ目が全く分かりません
ね」と感心される K 様。大きさだけでなく、ソファーに合
わせて高さも調整した。

家具町工房でのリメイクの様子。天板をカットし
た後、フチを継ぎ足す作業を行っているところ。
　

家族とともに時をすごしてきた家具。愛着があったけれど生活スタイルの変化とともに

使いづらくなったり、違うスタイルのものがほしくなったりすることがあります。

今回も木のお話、ちょっとさせてくださいね。

銘板は、きちんと手入れをすれば 100 年使い継
ぐことができる家具の証し。

特 集



　

たくさんの声をいただています！

3/31（月）まで
増税前ラストセール（全品 5％ＯＦＦ）
一部除外品あり。ハーモニックハウスにて。

3/15（土）〜 30（日） 
マンホールの写真展

「ダン坊、マン坊、家具町工房」
街中のマンホールに焦点をあてた写真展。
家具町 LAB にて

4 月　和紙切り紙アート「kon-gara キリ紙」展
和紙に新たな命を吹き込む和紙切り紙アートの世界。河手宏之さん
他。家具町 LAB にて　

5 月　made in west
関西の企業とクリエイターがいっしょになって新しいモノづくりをして
いる「made in west」。デザイン性豊かな雑貨に出会えます。
ハーモニックハウスにて。

5 月　美術展（予定）
造形作家による美術展を予定。家具町 LAB にて　

6 月 ＡＲＫ写真展
動物を愛し、共に生き、積極的に救いの手をさしのべる活動をされて
いるＮＰＯ団体（Animal Refuge Kansai）に焦点をあてた写真展です。
今年で 3 回目になります。ハーモニックハウスにて。

6 月 つちやあゆみ作品展
昨年の「輪唱の〇（輪）」に引き続き、今年は昨秋の神戸ビエンナー
レでも入賞した「歯車の万華鏡」が展示されます。家具町 LAB にて

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。

家具のメンテナンス第 2 回目は前回の「日常のお手入れ」の応用編

です。日常生活の中でついたお料理の油汚れやお子さんの落書きな

どは簡単に落とすことができます。日頃から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 !

How to

［ 用意していただくもの ］

● オイルまたは蜜蝋ワックス

● メラミンスポンジまたはサンドシート

● 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. メラミンスポンジに
オイルをつけます。

2. 木目方向にそって
汚れの箇所を磨きます。

3. 汚れが落ちた後は、
残ったオイルを拭き取ります。

ひとつの家具を長く愛着を持って使っていただくために、汚れたら

時々お手入れをしましょう。お手入れで家具を育てていけるのが

オイル仕上げの魅力です。

※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。

オイルの伸びが良いので、
少量で OK。

オイルには、汚れを落と
しやすくするオレンジオイ
ルが含まれています。メ
ラミンスポンジは研磨剤
の役割があるため、汚
れを落としながら木の表
面を薄く削ってます。

使用したウエスやメラミ
ンスポンジは、フタのつ
いた空き缶や空きビンに
保管するか水につけてか
ら捨てましょう。
※そのままにしておくと熱
を持つことがあります。

家具のメンテナンス

お子さまの学習机。何を大切にして選ばれています

か？「子どもが成長したら使わなくなりそう」、「子ど

もの健康に害のないものを使わせたい」…。この時期

ハーモニックハウスにも、お母さま方の学習机に関す

る悩みや要望が聞こえてきます。

ハーモニックハウスのおすすめオリジナル「エコの木

デスク」は…

○国産ヒノキ・杉を使って作られた机
伊勢神宮などの歴史的文化財などにも使用されている

長寿命の天然木を使って職人が丁寧に作りました。

○天然塗料を使用した机
健康に害がなく、キズがついても自分でお手入れでき

る天然塗料塗料仕上げです。

○年代を問わず大人まで使える机
リビングに置いても違和感のないシンプルなデザイン

です。分解・組立が簡単で部屋の移動もらくらく。な

のに丈夫なこだわり設計です

　  おすすめの商品紹介
  いつまでも使い続けることにこだわった

オリジナル“エコの木デスク”

第2回

●エコの木デスク
　 素材：紀州産ヒノキ無垢材、杉無垢材

 W 1070mm　D 650mm　H 1160mm（天板高 720mm）
 99,800 円（税別）

写真の椅子は別売  37,800 円（税別）

永く愛しく使いたいから

はやく学校で勉強したい！　　S 様ここで勉強するのが好き　　S 様



「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。

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

いいね！　Facebook でも商品紹介やイベント情報を発信していますのでご覧ください。 2014.3 発行

藤川 龍磨 社長
Ryuma Fujikawa

音楽鑑賞です。自宅のオーディオシステ
ムで楽しむ時間が取れず、一人で残業
の時、ネットの「RadioMozart」を音源
に「タイムドメイン社 mini」スピーカー

（当店で好評販売中）に接続。癒され
ております。。

大西 守 店長
Mamoru Onishi

先日、実家よりメダカの子供を 10 匹分
けてもらいました。早速、子供と一緒
に水槽・水草・砂利を買いに行き、交
代でエサをあげています。毎日少しずつ
成長するのを楽しみに観察しております。

後藤 正隆
Masataka Goto

子供達の影響でプラモデルにはまってい
ます。はじめはガンプラばかりでしたが、
今はワンピースの海賊船をおねだりされ
作成中です。しかももう５艘目！ 早くガ
ンプラを作りたいのですが、子供からの
注文がしばらく続きそうです。

野川 仁英
Hitoe Nogawa

「圧力鍋レシピ」です。仕事をしている
となかなか時間を掛けた料理が作れな
いのですが、圧力鍋だと手軽にできます。
美味しく出来て、しかも省エネです。レ
シピもたくさんあるので、働く女性にオ
ススメです。

五嶋 里砂
Risa Goto

先日、愛犬センカ（アニマルレフュージ
関西の犬１０歳）を家族に迎えました。
人生３匹目の犬との生活開始です。今
は色々なトレーニングにはまっています。
数回繰り返すことで覚えてしまう犬の賢
さに驚く毎日です。I Love Dogs!

S TA F F コラム　 〜 ハーモニックハウスのスタッフに聞きました「 最 近はまってること」〜

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＞

家具の修理・再生に取り組んでいます
ハーモニックハウス・家具町工房では「ゴミにしない家具」

の普及・推進のため、天然木家具の修理や以前にご購入い
ただいた家具の再利用に力を入れています。すべてのご要望
にはお応えできないかもしれませんが、愛着のある天然木家具
が不要になって破棄する前に一度ご相談下さい。無料お見積
もりさせていただきます。

W さんの机
お孫さんへ小学校入
学祝いとして作成。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 6 回
材料費 約 10,000 円

合計 42,000 円（税別）

N さんの椅子
体の形をもとに作った
座り心地のよい椅子。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 7 回
材料費 約 6,000 円

合計 42,500 円（税別）

 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

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春季生募集 4月12日（土）より

リサイクルの事例紹介 三田市 O 様：前の持ち主が引越先のダイニング
では大きすぎるという理由でお里帰り（買戻し）した 6 人がけのテーブ
ルと椅子を購入された O 様。アンティークが好きで、使用感のある木
の色の深さと椅子の革のちょうといい具合が気に入られたそうです。

は大切な家具をサポートします




