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東京都日野市在住 イングリッシュコッカー

名雲 小梅

ちゃん 5歳

エリテテ パクポーチ 各種
ヴィンテージ布を組み合わせ
て、丁寧に仕上げた世界に2
つとないポーチです。ひとつ
ひとつ価格が異なりますが、
大体1,800円前後です。

私のママは、
ストーブハウスで
販売している
パクポーチを作って
いるんだワン。
よろしくね！
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富士見駅近くにある蕎麦屋 にしむら さん。落ち着いた雰囲気の店内には
ジャズが流れ、大きな窓から見える緑を見ながらお蕎麦を待っていると、お蕎
麦屋さんにいることを忘れてしまう位、ゆったりとした気持ちになりました。
こだわりのお蕎麦は、地元富士見町乙事で収穫されたソバの実を使用。自家
製粉、手打ちをしているそうです。きれいなお蕎麦をみると丁寧な仕事ぶりが
感じられ、見た目通り喉越しがとてもよく、食欲がなくなるこれからの時季に
もつるつるっと2枚、3枚食べられちゃうと思う程でした。でも欲張りな私のイ
チオシは、もり蕎麦にそばがき、かやくご飯、そしてシャーベットがセットに
なっているそば定食（2,000円）です。このシャーベット、娘さんが隣地で営
んでいる洋菓子店のケーキに変更することができるのもイチオシの理由！
お蕎麦を堪能した後、コーヒーと共にケーキを味わうことが出来てしまう正
に一度で二度美味しい、心もお腹も（お財布も）大・大満足
なお蕎麦屋さんでした。次は店奥に鎮座している赤色の薪ス
トーブに火が入った頃にお邪魔したいと思います。
炎を見ながら食べるお蕎麦も良いですねぇ〜♪

4月も半ば、私の家のクレソン池にもおそい春が訪れ
た。此の池に鶏より少し小さい水鳥の一つがいが棲み
ついた。泳いだり、潜ったり、陽なたぼっこをしたり、結構
私たちを楽しませてくれている。水鳥特有のヘラ形の嘴
と、おし鳥ほどの華麗さは無いが地味な色あいの羽をし
ている。学名は知らないが、仲の良さではおしどりにも
劣らないと思う。
注意して見ていると、片方が水に潜って餌を取ってい
る時には、もう一方は必ず大きな水かきのある足で陸の
上をよたよたと体を左右に振りながら後から追って行く。
棲みついたばかりの頃は当たり前のことだが、なかな
か正面から畑に入って仕事をする事が出来なかった
が、農繁期の五月頃ともなると、相手に話しかけられる
までになって来た。
「お早うゴンベェちゃん」
「ごきげんさんゴンベちゃん」
相手も嬉しそうに見えるから不思議である。
そうこうして6月に入った或る日の朝、二羽の姿が見られ
ないのである。
さあ大変だ！

STUFFROOM

〜スタッフの本性を暴け！〜

夏といえば海、海といえば・・・？海から何を連想しますか？
次の4つから選んでください。
①太陽 ②カップル ③波 ④船
スタッフの
回答は…

K.Y : ③ K.H : ② K.N : ③ A.Y : ②
A.K : ① K.H : ① R.O : ③

この心理テストでは あなたが異性に一番何を求めているか がわかるそうです。

山の便りwritten by 矢崎源吉 さん

マスカット＆グリーンルイボスや、白桃＆
緑茶など･･･私は アロマティー にハマっ
ています。ちょっと気取って飲むと、より美
味しい!?フルーツの香りが
とっても爽やかで、後味が
スッキリ!!暑い日にはアイ
スにしても◎。とっても飲
みやすく、オススメです。
（文：大滝）

①太陽･･「外見・容姿」
「人は中身が大事」そんなことを言いながら実は表面に一番興味があるあなた。
もう少し人の内面にも気を配るといいことがあるかも。
②カップル･･･「体」
結局のところ行き着くところはここ。
体の相性があわない人とは長続きしないのでは？
③波･･「人間性」
普段から周りの人にかわいがられているあなた。
ルックスよりも何よりも人間性を重視する漫画の登場人物のような人です。
④船･･･「お金」
世の中お金がないと何もできない。その考え方は紛れもなく正しいです。しかし時には
お金のことを忘れて、人間性を見ることも大切なことではないでしょうか。
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私に言わせて！
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ストーブハウス原村店
〒391-0104

次号に続く・・・

長野県諏訪郡原村5252-1
TEL:0266-79-6378/FAX:0266-79-6375

●季刊誌 Ｌａｍｐ Ｌｉｇｈｔｅｒ のバックナンバーは、当社HP（http://www.stove-house.co.jp）にてカラーでお楽しみいただけます。

☆薪ストーブセール「デンマークフェア」 9月30日（月）まで開催中！
北欧のシンプル&モダンデザインの代名詞、デンマークブランドSCAN、MORSOの薪ストーブを一挙大放出。
薪のプレゼントがあります。是非この機会にご来店、ご相談ください。詳細は本フェアチラシをご確認ください。
また当社オーナーズカードメンバー様は「ご紹介制度」をご活用いただければ幸いです。

☆原村店情報 O BON DA BARGAIN in 原村店 8月9日（金）〜START！
最大60％OFF!! ファッションアイテムを中心にスペシャルプライス品をご用意してお待ちしております。
なくなり次第終了となりますので、是非お早めにご来店ください。

☆原村店情報 外テント古着コーナーまとめ買いセール 期間：7/17（水）〜8/31（土）
上記期間中例えばused Tシャツ（315円）を4着まとめてお買い上げいただくとレジにてJUST1,000円に！
Ｔシャツ以外の古着もまとめ買い特価にて準備中です。ご来店の際は激安テント要チェックです☆
■夏期営業日のお知らせ →原村店、蓼科店共に営業時間（1
→原村店、蓼科店共に営業時間（10-18時）に変更はございません
【原村店】 7月17日（水）-9月2日（月） は休まず営業致します。9/3（火）より火曜定休に戻ります。
【蓼科店】 8月14日（水）、15日（木）は営業、8月12日（月）、16日（金）が振替休日となります。
お盆の週以外は通常通り、水曜＆木曜定休です。宜しくお願い致します。
■Owner s Card Member Information
2013年12月に現在お持ちのオーナーズカードの有効期限が切れます。
ご登録住所や連絡先、カード代表者様の氏名等に変更を希望される場合は、
9月末までに原村店オーナーズ事務局中野（0266-79-6378）までご一報ください。

薪ストーブ
通信

新型アンコールと
新型デファイアント

バーモントキャスティングスの人気
モデルであるアンコールとデファイア
ントが新しくなりました。今回はその新型を簡単にご紹介
しようと思います。
新型は従来の外観デザインそのままに、燃焼方式を進
化させた物となりました。大きな特徴である「フレックス
バーンシステム」という燃焼方式は、従来の「アンコール」
と「アンコール エバーバーン」を併せた様なシステムで
す。このシステムは三次燃焼を達成しているとのことで、
その内容は・・・
①一次燃焼･･･一次空気による薪燃焼
②二次燃焼・・・未燃焼ガスを再燃焼
（エバーバーンと類似）
③三次燃焼・・・触媒（キャタリティックコンバスター）作用
により、クリーンな排気となります。
※図参照

今までと同じ、ストーブ背面に煙の再燃焼室が配置さ
れ、その上部に二次燃焼ゾーン、下部に三次燃焼ゾーン
があり、メーカーによると二次燃焼の温度は平均650度と
なり、この時点で76％以上の燃焼効率を達成。その先の
三次燃焼での触媒が効率よく機能しているときには、燃
焼効率が84％以上となっているそうです。
因みに従来のアンコールは76.7％以上、デファイアントが
82.4％以上、アンコールエバーバーンは70％以上です。
他、新しい機能として挙げられるのが、触媒を抜いても
高い燃焼効率が可能ということ。ただし排ガスがクリーン
になる点や燃費が上がる点より触媒を付けての使用をオ
ススメするとメーカーは言ってい
ました。また、再燃焼室のメンテ
ナンスが容易で触媒までのアク
セスが1分弱。道具も不要である
ことです。カラーバリエーション
は、クラシックブラック、レッド、マ
ジョリカブラウン。当社でも7月中
には展示予定ですので、是非店
頭でご覧下さい。
（文：兵藤）

ファイヤーバード ￥8,925 （税込）

GOOD JOB!!

我が家の薪ストーブ
written by 菊池 誠

7月下旬入荷予定

KILNER ｽｸｴｱｸﾘｯﾌﾟﾎﾞﾄﾙ
550ml 735 ye n /1L 893 yen

ﾅﾀﾘｰ･ﾚﾃ 掛け時計 ﾌｸﾛｳ
ﾌｸﾛｳ/
/ﾐﾐｽﾞｸ
ｻｲｽﾞ約高さ
ｻｲｽﾞ約高さ3
30 ㎝ 各3, 150 y en

ｼｰﾘﾝｸﾞﾜｯｸｽｾｯﾄ（封蝋）
各1,890 yen

伝統あるイギリスのグラ スメ ーカー
KILNER社のクリップボトル。素朴でレ
トロな雰囲気のソーダガラスは飾って
おいてもステキです♪ドリンクやドレッ
シングの保存にいかがでしょうか？

パリの人気イラストレーターNathalie
LETEの絵が美しい壁掛け時計。愛ら
しいデザインで、子供部屋にも良いで
すね。素材は厚紙、組み立て式です。
単3乾電池1本使用（別売り）。

昔の洋画のワンシーンの様に封をす
る時に蝋を垂らしスタンプすると手紙
やプレゼントが更に特別なものになっ
た気がします。スタンプ、ワックスの単
品販売（各945yen）もあります。

Uminagomi ﾄﾞｯﾄ
ﾄﾞｯﾄ6
6重ｶﾞｰｾﾞﾊﾝｶﾁ
ﾚｯﾄﾞ
ﾚｯﾄﾞ/
/ﾌﾞﾙｰ
ﾌﾞﾙｰ/
/ﾈｲﾋﾞｰ 各 630 ye n

カラフルペイントバケツ
ｻｲｽﾞ約口径
ｻｲｽﾞ約口径1
10×高さ
×高さ9
9 ㎝ 各 580 yen

有田焼き 子ども飯碗 一珍
ﾍﾟﾝｷﾞﾝ
ﾍﾟﾝｷﾞﾝ/
/ｸﾏ
ｸﾏ/
/ﾌﾞﾀ 各 683 ye n

Uminagomi か ら ハ ン カ チ が 登 場 し ま
す。ふわふわと柔らかいガーゼをなん
と6枚も合わせました！和テイストの
小さな水玉もかわいい♪吸水性、通
気性共に◎。40×40㎝です。

陶器で出来た小さなバケツは、使い
込んだような風合いがイイ感じ♪サボ
テンなど植物の鉢カバーにしたり、無
造作に文房具を入れて飾ったり・・・使
えるバケツです。

やっぱりご飯を食べる時は陶器が良
いですね。お子様にもふんわりとした
ドット柄＆愛らしい動物が描かれたこ
んなお茶碗はいかがですか？お子様
に丁度良い小ぶりなサイズです。

AKACIA WOOD ｸﾞﾗﾝ ﾎﾞｳﾙ
ｻｲｽﾞ約直径
ｻｲｽﾞ約直径2
23×高さ
×高さ1
10㎝ 3,990 yen

Coco Walk ｷｯｽﾞｴﾌﾟﾛﾝ
身長
身長1
120〜 130㎝用・ﾚｯﾄﾞ
㎝用・ﾚｯﾄﾞ/
/ｸﾞﾘｰﾝ 3, 045 y en

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾁｪｯｸｶﾊﾞｰ

アカシアの木で作られた大きめのボ
ウルは夏野菜がお似合い。大量生産
には無いハンドメイドの香りがし、使
い込むことによってツヤや色の深み
が増していくのも楽しみですね。

とっても軽くて肌触りの良いコット ン
100%のキッズエプロン。同じ生地の三
角巾がセットになっています。こんな
かわいいエプロンだったら夏休みのお
手伝いもはかどりそう!?

コット ン100%大判マルチカバーはソ
ファーカバーやベッドスプレッドにはも
ちろん、肉厚なのでラグとしても使え
そう。インテリアに馴染みやすいヴィ
ンテージ風のチェック柄がポイント！

7月下旬入荷予定

火バサミと火掻き棒をひとつにした機能的な火の道具の登場です。
薪を「つかむ、ひっくり返す」、熾きを「くだく、ならす」、この4つの動作が
この1本で出来てしまうのです。燃焼管理はこの 火の鳥 にお任せで
すね。これからの季節は、焚火やＢＢＱなど野外シーンでも活躍しそう。
是非、店頭でチェックしてみてください。

我が家を新築して14年。もちろん暖房は薪ストーブ。家から車でわずか5分のところ
にストーブハウスさんがありまして、あししげく通い決めたのがイントレピッドⅡのブ
ルーでした。そのオシャレで愛らしいデザインと薪ストーブなのにこんな海のようなき
れいな青？？？と惚れこんでとても満足していました。
やはり最初はどのくらいの薪の量があれば良いのか見当もつきませんでした。当
時は運送会社の運転手でしたので、会社で出る不要になったパレットを貰ってきて
はいつも晩飯の後で寡黙に薪作り。夜遅くまで汗をかいていたものです。
そんな薪ストーブライフを続けているうちにエネルギーとなる薪の調達や樹木への
関心が高まり、今から10年前に会社を辞めた事を機に長野県の樵の免許を取りまし
た。周りを見渡せば自分の所有する山林があり、薪には全く不自由はせず、更には
友人や親戚の山林の手入れもしたりして、今では時間さえあれば、山から木を切り出
し忙しくやっています。気付けば悩みの種は、自身の林になかなか手が回らなくなっ
てしまった事。今度の冬は中野さん一緒に宜しくお願いしますね。
さて、イントレピッドⅡが少々疲れてきたので、昨年の秋、内に秘めてずっと憧れて
いたアンコールに取り替えました。きれいなSEAブルーも良かったけれど、深みのあ
るマジョリカブラウンもなかなかのべっぴんさんで、ひと回り大きくなった炉内にも大
満足。「大きいことは良い事だ。」太い薪が余裕で入るようになったし、暖房能力は申
し分なし。まぁ車に例えるなら2000㏄から4000ｃｃに大きくなったってことでしょうか。
アンコールと言えば、ストーブクッキング。食卓の前でさぁ〜っと肉、魚なとを気軽に
焼けて、家族みんなに好評です。もちろん菊池家恒例、
薪ストーブで淹れるコーヒーは最高に美味しく、大満足しています。
ちなみについ最近（6月はじめ頃）まで、釜戸代わりに使っていました。
うちのママは「2万円分も灯油があれば薪を準備しなくてもいいんじゃ
ない？」な〜んて言いながらも、冬の仕事は家族で薪作り。
良いスポーツになります。
ではストーブハウスの中野さん、スタッフのおねえさま、これからもよろしくね。

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 −

さん

いつも笑顔でパワフルな菊池さん。樵
としての知識も豊富で私こそお世話
になりっぱなしです。今年の冬もご指
導宜しくお願いします。いつでも呼ん
でください。（スタッフ：中野）

ｻｲｽﾞ約
ｻｲｽﾞ約1
130× 220 ㎝

2,079 yen

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります

