
前回のShop Naviでご紹介した“MOLINO COFFEE”の豆を使ったコーヒーが飲め

るお店があると聞き、早速お邪魔したのは今年2月にOPENした“リッカカフェ”。

モダンな外観で、中に入るとゆったりとした空気が流れる温かみのある雰囲気。

カフェメニューは、その時々で違う豆を使用した「本日のおすすめドリップコー

ヒー￥360」や「キャラメルマキアート￥430」、「ゆず茶￥300」など全7種類。  

また、こちらも以前本誌にて紹介したことのある“ホームベーカリーベルグ”

のパンも数点取り扱っており、カフェで食べる方には温めてくれるそうです。パ

ンの種類は日によって変わるとの事なので行った時のお楽しみですね。 

 そして、お隣には美容院「Hair Make Ricca」

が併設されています。美容院の待ち時間に出

されるドリンクサービスではカフェで提供し

ているメニューからチョイスできるなんてな

んだかお得な気分になっちゃいますね♪ 

私のおすすめポイントは、小さなハコフグや

カクレクマノミが優雅に泳ぐ店内の水槽！

とっても可愛く癒されました。 
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Column 山の便り山の便り 

スタッフの 

回答は… 

K.Y : ① K.H : ① K.N : ③ A.Y : ④ 

A.K : ④ K.H : ③ Ｉ.K : ③ 

来世、あなたは文房具に生まれ変わります。 

次のうちどれだと思いますか？ 

①コンパス ②油性ペン ③消しゴム ④ホッチキス 

小淵沢町在住 トイプードル 

キセカエスプレーボトルカバーキセカエスプレーボトルカバー  

トイプードルブラックトイプードルブラック  各各980 yen980 yen  

written by 矢崎源吉 さん   

この心理テストでは “感性派？それとも理性派？あなたの言動がわかる” “感性派？それとも理性派？あなたの言動がわかる”そうです。 
 

①コンパス･･･和を大切にする人情派。リーダーの素質あり♪人のことを一番に考える

優しいあなた。豊かな感性を持っています。心で人柄を見て、データで才能や実力を見

抜きます。リーダーとして理想的な存在。ただ太っ腹ですぐ奢ってしまうのがネック。 

②油性ペン･･･一度決めたら意見を変えない頑固な感性派！目の前のことに夢中にな

ると冷静さが吹っ飛んでしまうバリバリの感情派。仕事をするには一番面倒臭いタイプ

かも知れませんが、一度親しくなったら最後まで見捨てない熱い人でもあります。 

③消しゴム･･･無駄が嫌いでクールな理性派！バリバリの理数系☆とことんクール。厚

すぎる情は正しい判断を誤らせるだけの無駄なモノ・・・と割り切っている究極の理性派

です。冷たすぎると言われることもありますが、判断は正確で公平。一匹狼。 

④ホッチキス･･･感情に流されることを避けて通る、感性と理性50/50の人。「その場に

応じて」という言葉が口癖。仕事では理性を重んじ、仲間内では感情的に振舞う、という

二重生活を平気でできる人。ボスがいてその後をついていくことで能力を発揮しそう。 

STUFFROOM  ～スタッフの本性を暴け！～ 

沼澤 クロえもん君  7歳 

 
私に言わせて！ 

だんだんと暖かくなり春の陽気になってき

ました。そんな中、私が最近ハマっている

ものは「ふきのとう」です。ふきのとうの独

特のあの苦味に春を感じます。天ぷらにし

て食べるのも良いですが、ベストはふき味

噌と白飯！刻んで炒

めて味噌と合えるだけ

なので、皆さんも是非

お試しくださ～い。 

（文：矢崎） 
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Ricca café 

 出来あがったばかりのま新しい橋脚に、太平洋の波しぶ

きが白くまぶしく躍っていた。初めて経験する海の臭い

が、山の子達にとっては嬉しかった。 

 「さぁさぁ寄ってらっしゃい見てらっしゃい、私が今ここに

取り出しましたる此の薬は、そんじょそこいらで売られてい

る薬とはちょいとワケが違う。どう違うかと聞かれても、ちょ

いと難しい。“百聞は一見に如かず・・・”とかいう難しいこと

ばがあるそうだが・・・まぁそんな事はどうでもいい。さぁ私

のそばに寄った、寄った。」 

 江ノ島大橋のたもとを行き交う人々に大声で呼び掛けな

がら捲り上げた二の腕にキラッと光る日本刀の刃先をあて

がったまま男はあたりを睥睨（へいげい）していた。間髪入

れず日本刀が手前に引かれると男の横顔がぐぐっと引き

締まり、「さぁ！これ此の通り大変な事になりましたよ、皆さ

ん。ところがどっこい皆さんに先程も申し上げましたよう

に、此の妙薬を爪の垢ほど此の傷に擦り込みますと・・・あ

～ら不思議、あれ程の大出血がピッタリと 

止まってしまったではありませんか!! 

さぁさぁ早い者勝ちですよ・・・ 

残りは僅かですよ・・・。」 

後日譚になりますが、此の薬品名は 

「まむしの油」ということで、薬効果無 

で、修学旅行生目当ての大道商売ということだった。 

リッカ カフェ 

クロえもん君にソックリなカワ

イイこんなスプレーボトルカ

バーはいかがですか？ 

市販の消臭スプレーなどの

ボトル 

に取り 

付けた 

まま使用 

できます。 

 

    薪ストーブ大好き！
ストーブの前が 

僕の定位置なんだ。 

只今彼女募集中～ 

よろしくね . 

LampLighter LampLighter SpringSpringSpring   
 APR. 2013 APR. 2013 APR. 2013   

季刊情報誌季刊情報誌季刊情報誌   

Vol.57Vol.57Vol.57   

☆蓼科店情報☆蓼科店情報  44//11（月）（月）  よりより  薪ストーブセール薪ストーブセール  「スプリングフェア」「スプリングフェア」  がスタート！がスタート！  
  薪ストーブをお得に購入でき、更に特典までついてくる年に1度のBIGチャンスです!! 

 本フェアはフェア期間中のお見積りによるご予約制となっております。 

 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☆原村店情報  44//2266（金）（金）  よりより  「「MMOOTTTTAAIINNAAII  BBAARRGGAAIINN」」  開催決定♪開催決定♪  
  昨年のＧ.Ｗにご好評をいただきました“MOTTAINAI BARGAIN -もったいないバーゲン-” 

 今年もメーカー規格外となった所謂訳アリの品をかなりお安くご提供させていただきます。 

 数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにご来店ください。 
 

■■OOwwnneerr’s Card Member Information’s Card Member Information  ①①  

  薪ストーブシーズンが終わろうとしています。今年は寒い冬となり、薪の消費も多かったことかと思います。 

 次シーズンを快適に過ごす為にも煙突掃除だけでなく、薪ストーブ本体のチェックも忘れずにしましょう。 

 ご不明な点はお気軽にご相談下さい。またメンテナンスのご依頼はお早めにどうぞ。 
 

■■OOwwnneerr’s Card Member Information’s Card Member Information  ②②  

  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。 

 オーナーズカードは自動更新ですので、当社より11月下旬頃には 

 新しいカードをご登録の住所へ郵送させていただく予定となっております。 

 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。。  



JOTULJOTULJOTUL   
F400 SEF400 SEF400 SE   

 人気のヨツールストーブ、F400にゴ

シック調の格子デザインが一切ない

ガラス面のみのフロントドアタイプ、スペシャルエディショ

ン（＝SE）が登場!!今回はこの機種をご紹介しようと思い

ます。 

F400といえば海図を表現した格子模様や羅針盤のレ

リーフ、そしてノルウェーの海岸線と祖国へ帰還する船模

様がバイキングの堂々たる勇姿を彷彿させ、随所に海を

感じることができる北欧のシンプルデザインに加えて、使

う人を選ばないシンプルな操作性や間口が広いことで容

易に薪が投入できる利便性、さらには外観の割に火室内

部が広く、高さもあるので主暖房とし

ての役割も充分に果たす暖房能

力･･･というようにトータルバランスに

優れた薪ストーブの代名詞のひとつ

です。 

そんな万能選手のF400は当社でも圧

倒的な人気を誇り、たくさんのお客様に愛

され続けていますが、同じく人気機種の

F500SEでの大好評を受け、F400につい

てもいよいよ4月よりSEの発売開始となり

ました。 

SEは機能や価格に一切変更はなく、従来のフロントドア

とのデザイン性の違いのみになりますので、｢ドアの格子

デザインがないだけか･･･なんと大げさな｣と思われるとこ

ろですが、侮ることなかれです。 

格子模様がないことでヨツールストーブの最大の特徴

であるあの青白い炎の揺らめき、オーロラ燃焼をよりダイ

レクトに堪能でき、そのさまはまるでテレビジョンの映像で

あるかのような錯覚にさえ感じられる程です。 

これからF400の導入を検討している方は根強い人気の

従来のタイプかSEかの選択を、すでにF400を使用してい

る方は気分を一新して、この機会にドアを交換してヨツー

ルストーブの魅力を再確認する･･･なんていかがでしょう

か。 

※現在、ドアのみの交換は受注発注となります。 

                             （文：中野） 

薪ストーブ 

通信 

 たき火が好きだ。子供の頃からの思いは大人になっても続く。16フィートのティー

ピーの中でのたき火は大人から老人になった今も楽しい!! 

 我が家の14畳の居間に紺色（※）のデファイアントが入っている。誰になんと言わ

れようがダンパーは常に開けっぱなし。くべた薪がガンガン燃える。効率が悪かろう

がこうやってガンガン焚くのが好きなんだ。 

 『薪ストーブは一生もの・・・。』誰がそんなことを言うの？間違った定説の代表だ

ね・・・寒い日でも『温度を上げすぎちゃいけない』と主人。チョロチョロ燃やしている。

え!!部屋に入ってもダウンジャケットが脱げない？そして奥さんは言う・・・『薪ストーブ

は寒いから、時々石油ファンヒーターを使うの・・・』と。 

 鎌倉の居間は真冬でもTシャツ1枚。これが薪ストーブの魅力であると私は思う。 
 

 今年、富士見平岡の第三研究所にクリーム色（※）のデファイアントを入れた。山中

社長のアドバイス通り玄関に設置。正解だった。 

薪ストーブの赤い炎は家だけでなく、心まであたためてくれるんだよね。 

 私は薪ストーブにくべられないものはないと思っている。トマト、カボチャ、じゃがいも

にみかんの皮・・・家庭からでる生ゴミは完全に燃えてしまう。家の中の焼却炉であ

る。便利である。 

 無茶な焚き方と人はいう。メンテナンスに来たストーブハウススタッフは苦笑い。 

『薪ストーブは消耗品だ』と私は考えている。だから20年やりたい放題。でもしっかり

燃えているよ。ストーブハウスが対応してくれるからダメになっても

大丈夫だ。（未だにダメになったストーブを見たことがない。小さす

ぎてより大きなストーブを求める代替品はみてきたが・・・。） 

 ダメになって買い替えの時がきたら、入替品はもちろんデファイ

アントである。 

ストーブを買うというより社長以下スタッフの知識を買っている。 

幸せな人生だと思う。 
 

※デファイアント（紺色）（クリーム色）は共に廃盤色です 

 

グリルバスケットグリルバスケットグリルバスケット定価定価定価￥￥￥2,730 2,730 2,730 →→→スペシャルプライススペシャルプライススペシャルプライス￥￥￥2,000 2,000 2,000 （税込）（税込）（税込）    

 

written by  鎌倉 光  さん 

幸せな我が人生 

GOOD JOB!! GOOD JOB!! GOOD JOB!!    

まだ朝晩肌寒いこの季節。炉内でのストーブクッキングを楽しむのに丁度

よい季節ですね。定番のピザを作るのもいいですが、こんな焼アミを使用し

て炉内でサッと肉や魚を焼いてみてはいかがでしょうか。ソーセージや厚

切りハムの炙り焼きもオススメ。当店のロングセラー商品のひとつ。お花見

やＢＢＱなどアウトドアでも活躍するオールシーズン使えるアイテムです♪ 

人生の師匠の１人でもある鎌倉さ

ん。とても魅力的な方で会話はいつ

も楽しいです。これからも多くの蘊蓄

を聞かせて下さいね。 

（スタッフ：兵藤） 

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

コットンブランケットコットンブランケットコットンブランケット   

                                 サイズ：約サイズ：約サイズ：約111333000×××222000555㎝㎝㎝   999,,,999777555   yyyeeennn   

天気の移り変わりが激しい6月。そん

な時期にオススメしたいブランケット

は、肌触り滑らかな綿100%ブランケッ

ト。サッと1枚で使っても良いですし、

ベッドカバーに使ってもオシャレです。 

湯布院長寿畑湯布院長寿畑湯布院長寿畑   二十穀米二十穀米二十穀米   

                                       333000000グラム入りグラム入りグラム入り   111,,,000555000   yyyeeennn   

20種類もの雑穀をバランスよく配合

し、不足しがちな栄養素が豊富に含ま

れています。お米に混ぜて炊くだけな

ので簡単！梅雨の時季もモリモリ食

べて元気に過ごしましょう。 

ＴＲロールオンパフュームＴＲロールオンパフュームＴＲロールオンパフューム   

         JJJeeetttlllaaaggg///EEEnnneeerrrgggyyy///SSSllleeeeeeppp///SSStttrrreeessssss   各各各111,,,888999000   yyyeeennn      

パルスポイント（ツボ）に塗ってアロマ

の効果や香りが気軽に楽しめます。

天然のエッセンシャルオイルを使用。

用途に合わせて4つのブレンドよりチョ

イスしてください♪ 

万年筆カードスタンドペン万年筆カードスタンドペン万年筆カードスタンドペン   

サイズ：高さ約サイズ：高さ約サイズ：高さ約111666㎝㎝㎝      666000999   yyyeeennn   

木の優しい雰囲気をもつ万年筆のよ

うなデザインのペンとカードクリップが

一緒になっています。オフィスのデス

クや電話の近くが定位置になりそう。

専用のペンスタンド付きです。 

野田琺瑯ドリップケトルⅡ野田琺瑯ドリップケトルⅡ野田琺瑯ドリップケトルⅡ   

容量：容量：容量：222リットルリットルリットル   各各各444,,,222000000   yyyeeennn   

コーヒーのドリップに最適な細い注ぎ

口が特徴のケトルが入荷しました。琺

瑯の発色もキレイで見た目もステ

キ！IH200Vにも対応しており新築や

結婚のお祝いにも喜ばれそうですね。 

fffooogggリネンディリーエプロンリネンディリーエプロンリネンディリーエプロン                  

                                                               333,,,777888000   yyyeeennn   他他他      

母の日定番のエプロン。いつも使うエ

プロンだからこそ、素材やデザインに

こだわりがある方も多いのではないで

しょうか。種類豊富に取り揃えており

ます。お気に入りの1枚をどうぞ。 

マハロバスケット“リィ”マハロバスケット“リィ”マハロバスケット“リィ”      

      サイズ：約サイズ：約サイズ：約333666×××333666×高さ×高さ×高さ222222   ㎝㎝㎝   111,,,666888000   yyyeeennn   

いつものMyバスケットでは大きすぎる

時に重宝するサイズ。別売りのマハロ

パレットリィ（1,260 yen）を使えば重ね

て収納でき、ちょっとしたテーブル代

わりにも。ピクニックにも使えそう。 

シトロネラキャンドルシトロネラキャンドルシトロネラキャンドル   ジャムグラスジャムグラスジャムグラス   

                           燃焼時間：約燃焼時間：約燃焼時間：約222000時間時間時間   各各各666333000   yyyeeennn   

虫が嫌う香りとしてお馴染みの“シトロ

ネラ”。外にいる機会が多くなるこれ

からの季節のマストアイテム。カラー

グラスの中に火を灯してガーデンディ

ナーも良いですね。 

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

チャオチャオチャオ   キッズアンブレラキッズアンブレラキッズアンブレラ   

                     サイズ：親骨長さ約サイズ：親骨長さ約サイズ：親骨長さ約444555㎝㎝㎝   各各各999999888   yyyeeennn   

フロッグ、スカイ、そしてフラワー柄と

キッズたちが喜んで使いたくなる3柄

が揃いました。1面が透明になってい

るので視界を遮りません。雨の日も楽

しくお出掛けしましょう♪ 

5月入荷予定 

4月入荷予定 


