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「季節を楽しむ」エクステリア＆ガーデン情報誌

英 国の風 景をお手 本にした

本物を知る大人の
エクステリアリフォーム
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人 の 落ち 着きを 感じさせる

住まい 手 のこだ わりを 主 張した
エクステリアリフォー ム
10 年が経過し

デザイナーさんとの出会いだと思っています」

リフォームを決意

を伺いました。

メンテナンスにも考慮して
外国の方が住まわれているかのような印象を
受ける、優美なエントランス。

た。とにかく施主様は世界各国の素敵なものを

ご縁から今回のリフォームも同じデザイナーで

なう素材選びが大変でした」
と苦笑い。
コッツウォルズ地方の田園風景を参考にした

対する思いが伝わってきました。

エッセンスが活かされているからなんですね。

して設けた芝生面や塀の壁のメンテナンスが大

れた石積みが大人の上質感を際

変になってきたこと。また、樹木もずいぶん大き
く成長し混み合ってきたので、バランスを整えた

立たせています。

AFTER

いという気持ちがありました」
とご主人。
「今回も若林さんにお願いをしましたが、初め
てご相談した時から、自分たちのセンスに合っ
た方だと感じておりましたので、今回も自然な流
れでデザインが決まっていきました。リフォーム

BEFORE

施主様邸を訪れた時の外国っぽい印象は、

伺った端々から、施主様ご夫婦の外構やお庭に

「新築からおよそ10年が経ち、臨時駐車場と

田園風景のエッセンスを取り入

とお伺いし、お写真を拝見する機会がありまし
ご存じでいらっしゃいますので、
その審美眼にか

しょうか？

るO様邸のエクステリア。英国の

のコッツウォルズ地方の雰囲気を取り入れたい

そんな施主様邸は、10年前にもザ・シーズン

今回のリフォームのきっかけは何だったので

調和し、住まいの風格を感じさせ

「お打合せの中で、
ご夫婦で訪れたイギリス

でエクステリア施工をご利用頂いたOB様。その
お手伝させて頂くことになったのだとか。お話を

豊かに育った木々の緑と見事に

担当の若林さんにも印象に残ったエピソード

成功のカギは自分たちの好みをわかってくれる

THE - COTSWOLDS
『ハリーポッター』の
ロケ地としても知られる
コッツウォルズ地方
イングランド中部のコッツウォルズは、
自然豊かな田園風景が広がる、
絵本に
でてくるような佇まい。
建物や塀、
橋ま
でもが石造りで、
美しい石積みがとても
印象的です。

エントランスとガーデンテラスとの間に設け
られた趣のある木の扉。視線が1 度遮られ
るため、プライベート性の確保だけではな
く、扉の先に広がるお庭への期待も膨らま
せてくれます。

BEFORE

AFTER

秋冬のガーデンにおすすめは
レンテンローズやシルバータイム

ADVICE
英国の厳しい寒さも乗り越える
ハーブ、
シルバータイム。
１年中
屋外でも元気に育ち、
６月頃に
はピンク色の花を咲かせます。
お
料理に使えるのも魅力です。

Silver Thyme

Lenten rose
寒さに強く、花色が豊富なレン
テンローズ。別名、ハルサキク
リスマスローズと呼ばれ、2月
〜4月に花を咲かせます。

石積みの花壇には

い雰囲気を出すためには背景の存在が大切な

楽しくガーデニング

があるだけで景色に大きな変化がありました」

さまざまなハーブを植えて
花壇にはいろんなハーブが植えられていま
すが、ガーデニングがご趣味ですか？
「これまでガーデニングが趣味というわけでは
なかったのですが、お庭をつくってからは、タイ
ム、オレガノ、ローズマリー、ミントなどを栽培
するようになりました」
と奥様。
ウッドデッキの存在が庭をゆっ
たりと見せ、里山のような緑に心
が和みます。
（ 上 ）道に面した石
積みの花壇には、ハーブが植え
られ、道ゆく人々の目を楽しませ
ています。
（下）

んだということ。木々や草花の向こう側に石積み
ところで、昨年の大雪では、大変だったとか。
「ええ、大雪でカーポートが倒壊してしまいまし
て。今回のリフォームでは、
これを教訓に補助
柱を設置しました。最近は異常気象も多いの
で、災害への備えは重要だと思います」
今回、施主様邸のエクステリアリフォームを
拝見して感じたことは、暮らしを豊かにする屋

「お肉を焼くときに使ったり、ハーブティにした

外のリフォームの重要性。単に見た目をリフレッ

りと、自分たちが丹精込めて育てたハーブを摘

シュするばかりでなく、暮らしの楽しみ方まで変

んできて楽しむということは、本当に至福のひと

わるということ。また、安全面の視点も大切であ

ときですね」

ることを感じました、皆さんも参考にされてみて

庭木やお花の日々の管理は、どうされている
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おもてなしの心で
エクステリア＆ガーデン
リフォームを楽しむ

インテリアリフォームを楽しむように
エクステリア＆ガーデンリフォームを
楽しむ人が増えています。暮らしを
豊かにする、
おもてなしの心で、
ワン
ランク上の外構やお庭づくりをあな
たも楽しんでみませんか？

はいかがでしょうか。

のでしょうか？
「季節感を楽しむために、その時期に応じて
ホームセンターなどでお花を買って、彩りを添
えています。そのほかは、落ち葉を掃いたり、伸
びてきた枝や花がらを摘んだりする程度です」
「ただし大きな木だけはプロにお願いしたほ
うが安心なので、年に2回、植木屋さんに入っ
てもらっています」
「リフォームをして実感していることは、
より良

BEFORE

AFTER

住まいのエクステリア、
ガーデンのことなら、な
んでもお気 軽にお問い
合わせください。

Fine Item
ガーデンライフを盛り上げてくれる

デザインや機能にすぐれた、こだわりのアイテムたち。

http://www.gardening-field.com/

レンガの目地コケや雑草を簡単に掃
除できる「レンガブラシ」。こちらも英
国バーゴン＆ボール社製の逸品。

あなたもお気に入りの逸品を見つけてみませんか。

ご紹介のアイテムは、
ガーデニングフィールドサイトより、
お買い求めいただけます。

SHORT HANDLED MIRACLE BLOCK
PAVING BRUSH AND WEEDER

製陶工房で丹精込めて焼き上げられ
たテラコッタ製「星のランプシェード」
。
ライトにかぶせれば星空がキラキラ！

【 Burgon & Ball 】¥2,916（ 税込 ）
50㎝

英国でも注目されている北欧デザイン
のイルセ・ヤコブセン「レースアップラ
バーシューズ」雨の日が待ち遠しい！

星のランプシェード ドーム
¥10,800（ 税込 ）
W230×H300㎜

ILSE

【 ILSE JACOBSEN・Hornbaek 】¥24,850（ 税込 ）
36（ 23.5cm ）
、37（ 24cm ）、38（ 24.5cm ）、
39（ 25cm ）
、40（ 25.5cm ）、41（ 26cm ）

レトロで素朴な風合いの「ウッドフラ
ワースタンド」。小さな鉢植えたちを素
敵にディスプレイするのに最適。
Wooden flower stand

創業 1911年の老舗、ギルーアド社の
「ブリキバケツ」。腐食しにくく使い込
むほどに風合いが増すスグレモノ。

¥8,424（ 税込 ）
W800×D365×H670㎜
（ 折りたたみ時：W120×D365×H710㎜／
トレイ：W320×D275×H40㎜）

ブリキバケツ
（ 34×15 ）48720

【 GUILLOUARD 】¥6,048（ 税込 ）
直径 340×H150㎜
（ 底の直径：240㎜／取っ手含む：430㎜）

焼き網や炭受けなどは、全て本体の中
に収納できる「BBQグリル」。バッグ型
になるので、持ち運びもカンタン！

伝統の英国ブランド、バーゴン＆ボー
ル社製「ハンドツールセット」。本物の
品質で女性らしい色使いがうれしい。

i-Grill 10

【 iroda 】¥11,880（ 税込 ）
W450×D440×H290㎜
（ 折りたたみ時：W450×D120×H370㎜）

カラーコレクション
ハンドツールセット

【 Burgon & Ball 】¥7,452（ 税込 ）
木製ケース：直径 100×H340㎜
スコップ、フォーク：H300㎜

フランスのアウトドアブランド、ラフマ
社の「リクライニングチェア」。ふかふ
かシートで、もちろん屋外使用OK 。
ユニオンジャックのデザインに心奪わ
れる英国ホーズ社製「ブリキジョーロ」
。
コレクターも存在する人気のアイテム。

RSX Ardoise

【 Lafuma 】¥25,920（ 税込 ）
W680×D880×H1150㎜
（ 収納時：W680×D150×H960㎜）

Traditional Can
ユニオンジャックデザイン 4.5L

【 Haws 】¥21,600（ 税込 ）
W520×D200×H320㎜

ご紹介いただいた方に、
お楽しみW特典を実施中！
エクステリア＆ガーデン、
インテリアのリフォームをご検討中の方をご紹介ください。
ザ・シーズンでは、設計施工をご利用いただいたOB様を対象に、
ご紹
介制度をご用意しております。ご親戚やお知り合いに、エクステリア＆
ガーデン、
インテリアのリフォームをご検討中の方はいらっしゃいません
か？ご紹介いただいた方には、素敵なプレゼントを進呈いたします。
（ 静岡エリアは特典内容が異なります。）

Quoカード3,000円分

をプレゼント！

※商品の販売を除く、
設計・施工のご依頼に限らせていただきます。

ザ・シーズン
メンバーズクラブのご紹介

1

カタログギフト10,000円分

典
特

2

をさらにプレゼント！

典

※工事金額が30万円以上の設計・施工に限らせていただきます。

ご紹介頂いた方がご成約の場合は・・・

ザ・シーズンをご利用いただいたお客様で、メンバーズクラブへの登録がお済みでない方はおられませんか？

1

メンバーズ限定サイトで
おトクな情報をゲット！
検 索

特

エクステリア＆ガーデンライフをサポートする、多彩な特典をご用意しております。ぜひご登録ください！

POINT

下記サイトより
無料会員登録を
今すぐどうぞ。
セキスイエクステリア メンバーズクラブ

設計・施工をご検討中の方をご紹介いただくと・・・

information

2

3

POINT

POINT

4

POINT

ガーデニングフィールドでの
購入がすべて 20％ OFF！

楽しいお役立ち情報を
DMやメルマガでお届け！

困ったときの窓口として
いつでもご相談ください！

ザ・シーズンをご利用いただいたお

ザ・シーズンが世界中からセレクトし

入会登録時に配信を希望されたお

お引き渡しから年月が経つと、担当

客様を対象としたメンバーズクラブ

た、魅力あふれるエクステリア＆ガ

客様を対象に、DMやメールマガジ

者の異動や店舗の移転などによっ

会員限定サイトでは、エクステリア＆

ーデングッズを扱うオンラインショッ

ンをお届けしています。WEBサイト

て、どこに相談したらよいかわから

ガーデン情報はもちろん、プレゼント

プ『ガーデンフィールド』。こちらで

ならではの最新情報をはじめ、ザ・

ない…というお声を耳にします。そ

やイベント開催のご案内など、おトク

販 売 す る、す べ て の 商 品を20 ％

シーズンで開催されるキャンペーン

んな困った時の窓口としても、メン

で楽しい情報をお届けしています。

OFFでご購入いただけます。

などもいち早く知ることができます。

バーズクラブをご利用ください。

お問合せ先

ザ・シーズン メンバーズクラブ事務局
営業時間 10：00〜18：00（ 水・日・祝日定休 ）

フリーダイヤル

0120-997-610

メール

info@exmembers.net

エクステリア＆ガーデンのことなら、
セキスイエクステリア ザ・シーズンまで、
お気軽にご相談ください。
セキスイエクステリア株式会社 ザ・シーズン メンバーズクラブ事務局

〒162-0824 東京都新宿区揚場町１番２１号
（ 飯田橋升本ビル７階 ）ＴＥＬ：03-6685-7030 ＦＡＸ：03-6685-7035

http://www.the-season.net/

