
薪ストーブの炎を眺めながらコーヒーをいただく季節。どうせ飲むなら、お気

に入りの豆で淹れた美味しいコーヒーをと、こだわりを持っている方も少なくな

いでしょう。今回取材にお邪魔したのは、諏訪地方では数少ない自家焙煎の珈琲

豆専門店「モリノコーヒー」さんです。今年4月にビーナスライン沿いにOPEN。店

頭には10種類程度の豆が並んでいます。主にコモディティコーヒー（一般流通豆）

ですが、スペシャルティーコーヒーやプレミアムコーヒーも時に並ぶとのこと。 

大きな麻袋に入った生豆を焙煎機にザッと入れて焙煎したら完成！･･･ではあ

りませんでした。焙煎前に必ずハンドピック（手選別）を行い、カビ豆や発酵豆

などの不良を取り除き、直火式焙煎機にてロースト。直火式は半熱風式焙煎機に

比べ、美味しい飲み時が長いんだとか。その後、再度ハンドピ 

ック。一粒一粒の地道な作業ですが、ここに労力を注ぐことに 

より、雑味がない本来の豆の味になるそうです。豆種によって 

好みはありますが、苦手になった理由がハンドピックしていな 

い雑味のあるコーヒーに出会ってしまったからかもしれません 

ね。是非一度モリノコーヒーさんの豆をお試しください。 

豆選びや淹れ方のコツなど気軽に相談に乗ってくれますよ♪ 

発送元 
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〒391-0104 

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。 
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Column 山の便り山の便り 

スタッフの 

回答は… 
K.Y : ②  K.H : ② K.N : ② 

A.K : ②  K.H : ① Ｉ.K : ① 

子供の頃のクリスマス、印象に残っているのは？ 

①ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ ②ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ ③ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ ④ｸﾘｽﾏｽｷｬﾝﾄﾞﾙ 

富士見町在住 フレンチブルドック 

ＣＬＩＰＣＬＩＰ  FRESH  KEY CHAINFRESH  KEY CHAIN  

オレンジ・グリーンオレンジ・グリーン  各各315 yen315 yen  

written by 矢崎源吉 さん   

この心理テストでは “子供の頃過ごしたクリスマスで解る愛され度” “子供の頃過ごしたクリスマスで解る愛され度”  だそうです。 

 

①クリスマスケーキ･･･幸せいっぱいです。ケーキは、皆で切って分け合うもの。ナチュ

ラルな自分を素直に表現することで、お互いに愛し愛される、いい循環が生まれます。

子供っぽい無邪気なワガママも、あなたの魅力の一つになっているようです。 

②クリスマスツリー･･･物質的に恵まれ、愛によって満たされる幸運があります。まっす

ぐに伸びたツリーは、将来の発展を象徴しています。あたって砕けろで、たまに失敗す

ることもあるようですが、愛によって満たされる運命にあるようです。 

③クリスマスキャロル･･･繊細な感性の持ち主で、愛情にも人一倍敏感なようです。クリ

スマスキャロルは、精神的な安らぎや、心の調和を表しています。今は、愛する人に

100％守られたい願望が滞在的にあるようで、ちょっとした行き違いでも自信喪失しや

すいようです。愛されることに対しては、もっと柔軟にとらえましょう。 

④クリスマスキャンドル･･･今一瞬の愛よりも、永遠の愛を求める気持ちが強いようで

す。キャンドルは健康や長生きの象徴です。愛について臆病なところがあるので、本当

に愛してくれる相手を選ぶのには時間がかかりますが、最終的には一人の人と深い愛

で結び付くことができるようです。 

STUFFROOM  ～スタッフの本性を暴け！～ 

秋岡 麦 くん  9歳 

 
私に言わせて！ 

冬季限定のお菓子にハマっている私。 

シナモン風味のサクサクビスケットの片面

にチョコがコーティングされているロータス

社“チョコカラメルビスケット”。コーヒーと

の相性も抜群で、ついつい何枚も手がの

びて・・・のび過ぎてい

ます（笑）ストーブハウ

スでも販売中！是非

食べてみてください。

（文：原） 
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自家焙煎珈琲豆専門店 

     以前取材させて 

  いただいた富士見の 

アロマテラピーサロン 

“アメトリン”さんの 

ワンちゃんデス☆ 

 櫻の花が復興し始めた町並みに唯一の彩りを添え始め

た昭和23年の春、どのような方法で茅野駅迄下って行っ

たのか？乗り合いバスだったのだろうか？ひょっとすると

当時は当たりまえの事であった「歩き」であったのかも知

れない。 

 第1回北山中学校修学旅行「江ノ島行き」の茅野駅ホー

ムでの一場面。生まれて初めて駅のホームというものに

立ってみた。うすら寒い所だ。真新しいリュックの中には、

大切に積み立てた貯金の一部と、宿泊代としての「オコメ」

が2升ずしりと重い。雨の季節になると北山地方にも幽か

に汽笛が聞こえて来るが、今日の汽笛は豪快そのもの、

轟音を立て、ホームにすべり込んで来た。 

慌てて乗り込んではみたもの、車内の雰囲気に飲まれて

なかなか席がとれない。気ごころの知れた仲間同志で目

的地まで向かい合いで座りたい。 

右往左往しているうちに列車は発車、仲間の誰かさんが

突然大声で泣き出した。 

                    ホームに新品の下駄を脱 

                    いで来た・・・というのであ 

                    る。部屋に上る感覚で列 

                     車に乗ったのだった。 

                        ＜次号へつづく＞ 

キーチェーンを外せば、冷蔵

庫やレンジもＯＫの小さなス 

        トックコンテナ。 

        密封性がありま 

        す。お気に入り 

        のオヤツを入れ 

        てお散歩へＧＯ 

        ～♪ 

HHAAPPPPYY  

福福  袋袋  

  

☆原村店情報☆原村店情報  11//22（水）（水）  朝朝1100時より初売り！時より初売り！  恒例の恒例の  福袋福袋  発売決定発売決定  

  ＺＡＫＫＡ ＨＡＰＰＹ福袋 10,500円！30個限定となります。 

 キッチン雑貨や服飾小物など、総額3万円以上をぎゅぎゅ～っと詰め込みました。 

 南部鉄器ごはん釜（3合炊き）をはじめ、工房アイザワのコーヒーポットや 

 チェック柄ブランケット、フラワー柄ショルダーＢＡＧなど沢山入ってます。 
 . 
 また初売り特価商品もご用意しております。人気のエマリアマグカップ（メーカー規格外品）も登場！ 

 福袋並びに初売り特価商品は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。 
 

☆蓼科店情報☆蓼科店情報  11//55（土）（土）  朝朝1100時より時より  薪ストーブセール薪ストーブセール  「ヨーロピアンスタイルフェア」「ヨーロピアンスタイルフェア」  がスタート！がスタート！  

  別紙の通り、恒例のお正月薪ストーブセールを開催します。 

 機種、台数限定ではございますが、ヨーロッパストーブがたいへんお値打ちとなっておりますので、 

 薪ストーブ導入を検討されている方がいらっしゃいましたら、お早めにご来店、ご相談ください。 

 当社オーナーズカードメンバー様は「ご紹介制度」をご活用ください。 
 

○原村店○原村店  営業日変更のお知らせ営業日変更のお知らせ  営業時間：営業時間：1100--1188時時  //  定休日：火曜定休日：火曜  

  年内…12/25（火）は営業します。年始…1/2（水）10時より営業します。 

 臨時休業…2/4（月）-2/6日（水） 社員研修旅行の為、左記3日間お休みをいただきます。 
 

○蓼科店○蓼科店  営業日変更のお知らせ営業日変更のお知らせ  営業時間：営業時間：1100--1188時時  //  定休日：水曜、木曜定休日：水曜、木曜  

  年内…通常営業です。 

 年始…1/2（水）10時より営業します。1/3（木）も営業、1/4（金）を振替休業とさせていただきます。 

 冬期休業…1/30（水）-2/28（木） 左記冬期休業中は、原村店へお願いします。  

Lamp Lighter 

WinterWinterWinter   
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季刊情報誌季刊情報誌季刊情報誌   

Vol.56Vol.56Vol.56   
Stove House 

本年中のご愛顧、誠にありがとうございました。来年もストーブハウスを宜しくお願い致します。本年中のご愛顧、誠にありがとうございました。来年もストーブハウスを宜しくお願い致します。 



ハースゲートとハースゲートとハースゲートと   

エコファンエコファンエコファン   

 物を買う決め手になるのは、何なの

でしょうか。必需品は必要だから買う

のですが、その必要の程度が、価格との兼ね合いもあっ

て微妙なところです。そもそも薪ストーブ自体、長い間、微

妙な立場にあった商品なのです。近年、一般住宅の暖房

器具として認知されてきましたが、以前は贅沢品や一部

のマニア向け商品の範ちゅうに入っていました。そうなる

と価格との兼ね合いもあって、必需品とまでは言えなかっ

たのです。最近では、その良さが価格とだいぶ折り合って

きたようで、長野県などの冬が厳しい地方では、必需品に

だいぶ近づいてきたようです。 

 最近コンスタントに売れている商品に、ハースゲートとエ

コファンがあります。ストーブユーザーにとって、金額から

言っても、着火剤やガラスクリーナーのような必需品とい

う程ではないのですが、そこそこの金額の割には、売れて

いる商品なのです。 

 ハースゲートは歩き始めたばかりの

お子さんがいれば、欲しいアイテムで

す。エコファンにしても、部屋の暖気循環

がいまいちだという場合には、必要かも

しれません。 

 ただ、どちらも必需品というわけでは

ないのに、なぜそこそこ売れるのか考え

てみると、そこには、買う気にさせる何か

があるような気がします。それは、お子さんやお孫さんの安

全を願う気持ちだったり、エコロジーの観点から、環境への

配慮の気持ちが、「これください」と、言うか言わないかの分

かれ目なのではないでしょうか。 

 長い間、お客様の購入パターンを見ていると、その商品

やその商品が発信する情報が、心の琴線に触れたなら

ば、人は躊躇なく、「これください」と言ってしまうようです。 

 ハースゲートやエコファン

をお買い上げいただいた時

にいつも聞こえるのは、お客

様の心の琴線の音色だった

のでしょうか・・・ 

（文：山中） 

薪ストーブ 

通信 

 家を新築するにあたって、私達夫婦揃っての希望は薪ストーブの導入でした。 

以前、友人の実家で出会った薪ストーブ。何ともいえない柔らかい暖かさと、炎にすっかり

虜になってしまいました。 

 家づくりに時間の余裕もあったので、薪ストーブ選びに５社ほどまわり、実際に話を聞き

見積もりを出してもらいました。その中で、的確・丁寧なストーブの説明、安心の施工例、

なにより中野さんのお人柄でストーブハウスさんにお願いしました。私達の希望として、

炉壁炉台を自分たちで作りたいという思いがありました。その気持ちに対しても、「大丈夫

ですよ」と快く背中を押していただき、モルタルワークが初めて！という超初心者の私達

夫婦でもチャンレンジすることができました。とは言え、初心者。 レンガの選定、積み方の

コツ、モルタルの使い方から道具まで実際に遠い現場まで足を運んでいただきアドバイ

スをもらいました。そして、中野さんからの一番のコツは 「ゆっくり時間の余裕を持って作

るといいですよ 今日中にここまでと決めて行うこと。初めての方の場合、仕事が雑にな

りやすいから」と教えていただき、２週間ほどで完成した我が家の炉壁と炉台。近くでみる

と曲がっていたり飛び出ていたり・・・けれど、家族４人で積んだり塗ったり作り上げた炉

壁と炉台は愛嬌があり、いい思い出です。 

 そしてその愛嬌たっぷりの炉台に設置されたアンコール。今では火が入り、我が家の中

心で家族を温めてくれています。２度と同じ形のない炎の姿は目を楽しませてくれて、近

くに座ると他の暖房器具では味わえない柔らかさで暖めてくれ、冬場の洗濯を一晩でカ

ラッと乾かし、寒い朝でもこども達がスッと起きてくれる目覚まし時計でもあり、我が家で

一番の料理名人！いったい１台何役!?の活躍ぶりです。 

 今まで生活では ピッとすると火が付き、ピッとして温度が調節でき、時間で消える。灯

油を運ぶ手間はありましたが、指先一本で暖がとれました。それに比べると、今の薪ス

トーブの生活は不便なのでしょうか?? いやいや・・・ 

 もちろん薪づくりも含めて手間はかかるのかもしれないのですが、不便とは

感じないんです。一台何役！?の薪ストーブのお陰で我が家の冬は一変し、快

適に楽しくなりました。これから冬本番！我が家で一番の働きもののアンコー

ルと一緒に迎える冬が楽しみです。 

四季のトリベット（四季のトリベット（四季のトリベット（444点セット）点セット）点セット）   ￥￥￥12,600 12,600 12,600 （税込）（税込）（税込）    

 

written by  岩嶋 貴志 さん 

我が家の薪ストーブ 

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

ストーブトップでの調理の際、鋳鉄製トリベットで火力調整をすることはご存知

かと思いますが、こちらの4枚セットはご存知ですか？4枚セットだからこそ並

べ方、重ね方次第で使い道がぐっと広がるのです。例えば縦横2枚ずつ並べる

と30cm四方の大きなトリベットとして、複数重ねることで微妙な火力調整もでき

ます。バーモント州の四季が描かれていて、インテリア性も高いオススメのトリベットです。 

念願の薪ストーブと子供たちのこの笑

顔に私もとても大満足です。 

ご夫婦の力作の炉台は、スタッフの

間でも大絶賛!!当社ホームページの

施工事例にも掲載した程です。興味

のある方はHPもチェックしてみてくだ

さい。（スタッフ：中野） 
●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

アノニマスアノニマスアノニマス   ガーデントートガーデントートガーデントート   

         サイズ：約サイズ：約サイズ：約303030×××292929×マチ×マチ×マチ141414㎝㎝㎝   各各各6,195 yen6,195 yen6,195 yen   

アノニマスシリーズが新色と共に再登

場！このトートはポケットが沢山あり、

ガーデングッズの収納はもちろん、普

段使いしたくなるかわいさ♪同シリー

ズのＨＡＴやグローブも入荷予定。 

アンダリメッシュベルトアンダリメッシュベルトアンダリメッシュベルトHATHATHAT   

            カラー：ナチュラル・ブラウンカラー：ナチュラル・ブラウンカラー：ナチュラル・ブラウン   各各各3,045 yen3,045 yen3,045 yen   

日差しが強くなり始める春先。お出掛

けや外作業にツバ広ＨＡＴは必需品で

すね。飾りのメッシュベルトがステキな

こちらのＨＡＴ以外にも春夏ＨＡＴ多数

入荷予定ですのでお楽しみに。 

ぽち袋ぽち袋ぽち袋   トランプトランプトランプ   333袋入り袋入り袋入り   

               袋サイズ：約袋サイズ：約袋サイズ：約666×××9.59.59.5㎝㎝㎝      各各各252 yen 252 yen 252 yen    

本物と見間違えてしまいそうなアン

ティーク風な色合いのトランプ柄ぽち

袋。お年玉はもちろん、友人へのお礼

やプチプレゼント、小物の整理などあ

ると便利なアイテムです。 

遠赤フードストッカー遠赤フードストッカー遠赤フードストッカー      

サイズ：約サイズ：約サイズ：約101010×××101010×高さ×高さ×高さ444㎝㎝㎝      945 yen945 yen945 yen   

人が集まることの多い年末年始。薬

味など食材を多めに準備しがちです

よね。このストッカーは遠赤釉の効果

で鮮度の保持力がUPする優れもの。

下ごしらえにも使えそうです♪ 

ふくろうスパイス入れ＆七味入れふくろうスパイス入れ＆七味入れふくろうスパイス入れ＆七味入れ   

サイズ：高さ約サイズ：高さ約サイズ：高さ約888㎝㎝㎝   各各各111,,,333666555   yyyeeennn   

コロンと愛くるしいフクロウは、木製の

スパイス入れ。右の小さなHATを被っ

たジェントルマンは七味入れになって

います。幸せを呼ぶフクロウグッズは

ギフトにもオススメです。 

フランスフランスフランスAIGLE GOELAND AIGLE GOELAND AIGLE GOELAND                

39(24.5)39(24.5)39(24.5)、、、41(26.0)41(26.0)41(26.0)、、、424242（（（26.526.526.5）、）、）、43(27.0)43(27.0)43(27.0) 8,400 yen 8,400 yen 8,400 yen      

人気ブランド“AIGLE”のラバーブー

ツ。このGOELANDは日本未発売モデ

ルです。この時季、雪や氷が心配な

方は簡単装着スパイク“スタビルアイ

サー（￥2,940）”を一緒にどうぞ。 

ストーンコースター“ストーンコースター“ストーンコースター“RORORO”””   444枚枚枚SETSETSET   

111枚サイズ：約枚サイズ：約枚サイズ：約101010×××101010×厚み×厚み×厚み0.5 0.5 0.5 ㎝㎝㎝   1,260 yen1,260 yen1,260 yen   

石で出来たコースターが入荷してきま

した。本物の石をカットして作っている

ので少しぼこぼこしていますが、何と

も味のある一品。カッコいいＢＯＸ入り

で男性へのプレゼントにもどうぞ。 

練り香水練り香水練り香水   ﾎﾜｲﾄﾃｨｰ･ｺｯﾄﾝﾘﾈﾝ･ﾘﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾆｱﾎﾜｲﾄﾃｨｰ･ｺｯﾄﾝﾘﾈﾝ･ﾘﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾆｱﾎﾜｲﾄﾃｨｰ･ｺｯﾄﾝﾘﾈﾝ･ﾘﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾆｱ   

                                    101010グラム入りグラム入りグラム入り   各各各1,260 yen1,260 yen1,260 yen   

携帯に便利なクリーム状の香水。ノン

アルコールでお肌の保護、保湿までし

てくれる優れもの。通常の香水より奥

深くやらかな香りを長く楽しめます。い

ずれも心地良い穏やかな香りです。 

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

くねくねスプーン＆フォークくねくねスプーン＆フォークくねくねスプーン＆フォーク   

                        カラー：オレンジ・ブルーカラー：オレンジ・ブルーカラー：オレンジ・ブルー   各各各473 yen473 yen473 yen   

右手でも左手でもお子さまの食べ方

に合わせて自由に曲げることができ

ます。握りやすい太めのグリップや落

としにくくなるボール状のエンドストッ

パーなどの工夫がされています。 

 1月発売 

 3月発売 


