
ハーフバイキング？沖縄料理？ととみ…？変わった店名…気になることがたくさ

ん！思い切って行ってきました「ととみちゅちゅ」さん。お店の中はレトロな雰囲気

漂う空間、昭和生まれでもないのになんだか落ち着きます。 

まず日替わりのメインディッシュを選びます。この日は、梅しそとんかつ、お刺身

盛り合わせ、ドライカレーの3品より1品をチョイス。そしてお店中央に並べられた

人参のきんぴらや大根あら煮、ヨーグルトデザートなどの副菜と雑穀ご飯を自分

で自由に取り分けることができるのです。自分で取ってきた料理はどれも美味し

くて味を堪能していると、メインディッシュとお味噌汁登場。普段外食ではラーメ

ンばかりの僕の体が喜んでいました。さらにバイキングということでお腹いっぱい

食べることができて800円とはうれしいものです。ちなみに「ととみちゅちゅ」は「て

んとう虫」の事だそう。息子さんが小さい頃にてんと

う虫を「ととみちゅちゅ～」と言っていたそうです。お

店もてんとう虫の様に少しでもお日様に向かってい

けたらと思い名付けたそうです。日替わり料理は、

ブログでチェックできますので、是非どうぞ♪ 
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Column 山の便り written by 矢崎源吉 さん   

 
■本誌のバックナンバーは当社HP（http://www.stove-house.co.jp） 

 よりカラーにてお楽しみいただけます。 

家庭菜園でのトマト作りにハマっている

私。ミニから大玉まで10品種ほど作って

います。 

中でも、薄皮のミニトマト「ピンキー」という

品種が好きで、毎年作っているのです

が、なんと今年は、その上をいくであろう

薄皮の「ぷちプヨ」という名の品種を発

見！まるでさくらんぼの様な口当たりで、

食べた人にしか分からない新食感らしい

ので、一番収獲を楽しみにしています。 

そして、もう一品種楽しみなのが、ぶどう

のような色の実がなるトマト「インディゴブ

ラック」。アントシアニンたっぷりで、目に

も良さそう♪ 

こんな変わり種

を作れるのは家

庭菜園ならでは

の魅力のひとつ

です。 

どの品種もたく

さん採れるとい

いなぁ～ 

（文：原） 

照射能力抜群の懐中電灯2本を用意し、火の気ゼロの二

階の部屋で憎っくき鹿どもの現われるのをじ～っと待った。

降りしきる雪の中に蹲り、味も素っ気もない固い木の皮を噛

りながら、鹿どもも又、暗くなるのを待っていたのである。 

私の住むとけん峡地区一帯は人里離れた谷あいに在る。

真冬ともなれば、野生の動物が食するような物は一切無

く、落葉樹の固い皮を噛り取るくらいしか生きる術は無い。

数日前の記録的大雪で飢餓状態に陥っているかの様であ

る。 

陽が沈み、暗くなると、破壌された柵を乗り越えて、「矢崎

爺イ」が大事に育て上げたイチイの植木を「めっちゃ目茶」

に貪り荒らしまくってしまう。こうなったらどうしようもない。

手に持った懐中電灯の直射光を、闇に光る目を標的に乱

射し続けるのだ。効果は抜群、一瞬にして十数頭の光る目

は消えてしまった。しかし発砲に依る威嚇とは違い、二回三

回とこの方法で退散

させる事が出来ても、

馴れてしまう事は確か

だ。 

来年の冬迄には、頑

丈な柵を作ってしまわ

なければ…。 
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私に言わせて-!! 
New! 

K.Y：重さが今の1/3くらいで、同じ性能のストーブですね。 

ストーブ屋の発想ですいません。 
 

K.N：薪ストーブ自身が勝手に薪をくべてくれると助かるんだけど…。 

歩き出す薪ストーブ!? 手がある薪ストーブ!? …気色悪いなぁ（笑） 
 

A.Y：全自動薪投入システム。更に排気する煙と空気を完全分離。煤

の成分はまたストーブへ…つまりメンテナンスフリーな薪ストーブ。 
 

N.T：可動式薪ストーブ!!煙突は伸縮自在!!かゆいところに手が届くよ

うな寒い所まで気軽に移動できる薪ストーブ。 
 

Y.M：限界まで燃焼効率を上げて、薪数本で一晩、翌朝まで熾火が

残るECOな薪ストーブ。煤に関してもほとんどつかいような燃焼シス

テムを取り入れた薪ストーブ。 
 

A.K：暖房能力等基本的性能は申し分ないから、熱の一部を利用し

て大きなタンクの水を一気に沸かしてキッチンやバスに給湯希望!! 
 

K.H：薪を足す時など、ドアを開けても灰が舞い上がったり落ちたりし

ないよう工夫されていて、掃除もしやすい薪ストーブ。 
 

E.H：絶対に曇らないガラスを使用した全面ガラス張りのストーブ!! 

  中身が見えて面白い。スケルトンが好きなのです。 

STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE 

LampLighter LampLighter 

☆両店共通 薪ストーブセール情報… 「Wood Stove オータムフェア」 開催決定！ 

  9月1日（月）より薪ストーブ本体セールを開催します。今年の冬から薪ストーブの暖かさを堪能できます!! 

  ご成約特典は、薪ストーブライフをサポートするスペシャルな3枚のチケット。 

  （薪ストーブグッズ20％ＯＦＦ、四国の極上薪30箱半額チケット、薪ストーブ＆煙突無料点検チケット） 

  このチケットを使えば乾燥済みの薪も半額で購入できるので、すぐに至福の薪ストーブライフが楽しめます。 

  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ございます。 

  詳細チラシは8月上旬頃完成予定。チラシご希望の方はご一報ください。 
 

☆原村店雑貨セール情報 O BON DA BARGAIN in 原村店 が8月10日（日） よりスタート！ 

  毎年恒例となりました“O BON DA BARGAIN ”今年も開催決定。 

  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。 

  夏物、冬物問わずの在庫処分セールです。是非お早目にご来店ください。 
 

 ■夏期営業日変更について 

  【原村店】 7/16（水）-9/1（月） は休まず営業します。営業時間（10時-18時）に変更はございません。 

         7/15（火）の定休日以後8月は休まず営業します。9月より火曜日定休に戻ります。※9/23（火）は営業 
 

  【蓼科店】 8/13（水）、14（木）は営業、8/11（月）、12（火）が振替休日となります。 

         上記、お盆の週以外は通常通り水曜、木曜定休です。営業時間（10時-17時）に変更はございません。 
 

 ■JFM企画 第5回マイスターのうまいものキャンペーン報告 

   Ｍ級グルメプレゼントキャンペーンにたくさんのご応募ありがとうございました。 

   当社のお客様の中から7名のお客様に全国のうまいものが5月に届けられました。ストーブハウスのお客様へは、当選の 

   ご連絡を当社より差し上げるのですが、「気軽に応募してみたものの、まさか当たるとは…」「懸賞なんてこれまで当たった 

   試しがなかったのに…当たると嬉しいものだね」「応募したこともスッカリ忘れていたのでビックリした」など…喜びのお声を 

     いただきました。次回本誌（2014年秋号）の発送の時には専用応募ハガキを同封しますので、是非またご参加ください! 



 次は煙突の一部の破損やへこみ、傾き等へ

の対策ですが、こちらはその状況によって対策

は分かれてきます。大抵の事例は前回お伝えし

たストームカラーのへこみによるシーリング(防

水処理)切れで、こちらは再度シーリングを施せ

ば補修終了となりますが、煙突のへこみや傾きについては、

それに起因して煙突同士の接続が外れてしまっている危険

性や煙突部材や屋根部のどこかに大きな負荷がかかってし

まっている可能性がありますので的確な判断が求められま

す。的確な判断をしないうちに、闇雲に上述のような煙突を

一からやり直す全改修をすれば良いというわけでもありませ

んので注意が必要です。(当然ながら全改修ということは再

び屋根材を傷つけることになるわけですから、かえって漏水

の可能性を高めてしまうことにもつながりかねません。) 

 ちなみに対応事例の多いストームカラーのシーリング切れ

についてですが、雪害などの物理的な要因でなくとも長年の

紫外線による劣化によってヒビ割れたり、切れてきたりしま

す。久しく煙突掃除などのメンテナンスを実施していない方も

これを機に屋根部の煙突周辺の補修を行っても良いかもし

れません。 

何はともあれ、まず現状をご自身でしっかりと把握し、変

化に早く気付いて対応することが重要です。（文：中野） 

今回は前回お伝えした雪害による煙突

の破損事例の対策をお伝えします。 

  

 まず煙突の全倒壊について。こちらはいずれにしても煙突

施工を一からやり直すことが必須となり、雪害防止を大前提

とした施工が重要となります。最も効果的なのが雪割を取り

付けるという策。これはピラミッド型の三角錐状の造作物を

屋根面の煙突直上部分に取り付け、それによって屋根面に

積もった雪やその重みが煙突自体にかからないようにしま

す。こちらは屋根の勾配や形状に合わせてその雪割寸法を

決定しますが、さほど日数もかからずに取付工事が可能で

すので、何度も雪による煙突破損や倒壊の被害を受けてい

る方は是非、ご相談ください。 

(雪割を取り付けても自然災害ゆえ100%雪害

を防ぐことが出来るわけではない点や雪割取

付がベストな判断とならない場合もあります。) 

薪ストーブ 

通信 

 ビルトインガレージのある家。広いウッドデッキのある家。そしてなにより薪ストーブ

のある家。私にとってまさに３拍子揃ったマイホームである。 

そもそも薪ストーブとの出会いは？というと、かれこれ２０年前に遡り、それは蓼科の

別荘にて…。んん？よくよく考えてみると、そうだった…、実家にあったのだ。しかも暖

炉と薪ストーブの両方だ。しかし暖炉には自身で火を入れた記憶が全くない。一方で

薪ストーブの方は、大きい声じゃ言えないが、母の雨天限定の焼却炉になっていた記

憶が蘇る。まさか既に出会っていたとは…。今後のストーリーに支障をきたすため、誠

に勝手ながら“きっかけは蓼科”で話を進めることにする。 

 私のSTOVE LIFEは、真冬の蓼科での赤いアクレイムとの出会いに始まる。冬の度

に訪れ、寒さが一層薪ストーブを演出し、必然的にその魅力にハマっていった。雪空

のもとユラユラと揺れる炎を見ながら、柿の皮入りの野沢菜を肴に飲むビールの美味

いこと。時にはソーセージを焼いてみたり、コトコトと時間をかけて煮込んでみたり。い

つしか蓼科に来る目的がスキーから薪ストーブ遊びに代わっていったことは言うまでも

ない。これを数年繰り返し、わざわざ薪ストーブ遊びに長野まで？当然そんな想いが

頭をよぎる。ともなればこれまた当然、憧れはマイホームでの薪ストーブ遊び。ただし、

あいにくリビングは２Ｆ。そのため重く大きい薪ストーブは難しく、可愛らしいイントレピッ

ドⅡの設置となった。確かに薪ストーブとしてのパフォーマンスは低いかもしれない

が、東京での冬の暮らしにおいて、まして週末のSTOVE LIFEで考えれば十分である。

それよりも大事なのが薪ストーブのある暮らし。ストー

ブを囲んで暖をとることはもちろん、焚き付け用の薪を

割り、DIYで薪小屋を建て、東京に居ながらにして自

分なりのSTOVE LIFEを満喫している。 

そして今では、わざわざ薪ストーブ道具を買いに長野

まで行くという、新たな“STOVE HOUSE LIFE”をも満

喫しているのであった。 

 

written by  安部征吾 さん 

My Stove Life 

薪ストーブが家族の一員であることが、

ひしひしと伝わってきて、とてもうれしく

思います。これからも“仲良し家族“のご

来店お待ちしております。 

…イントレピッド君、焼却炉にならなくて

良かったね。笑 （中野） 

 

薪ストーブに欠かせないレンガ積みやタイル貼り、塗壁などで仕上げた炉台と

炉壁。ストーブが映えるステージとなるゆえ、仕上がりの美しさや完成度がとても左

右される左官工事ですが、その工事を一手に引き受けてくれる渡辺建装の渡辺さ

ん。確かな技術はもちろんのこと持ち前のセンスと笑顔はピカイチです。 

(当社HPで紹介する施工事例の大半は渡辺さんが手がけています。) 

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

にっこり顔のお鼻がスイッチになって

いるキュートなライトが登場します。電

池式（単4電池3本※別売）なので配

線不要。必要な場所に簡単に取り付

けOK。LED6個使用で明るさも十分。 

クリアファイル5冊分の働きを1冊でこ

なす人気の5パーツホルダーにチェッ

ク柄が登場。中の仕切りはクリアで

す。ドット柄のB5サイズ（¥303）もあり

ます。面倒な整理を楽しくしましょう♪ 

特に夏にオススメしたいこのグラス

は、気泡が入ったバブルガラスで涼し

げな印象。口が大きいので、デザート

にも良さそう。手造りの為、多少厚み

や大きさ、色の濃淡が異なります。 

発売以来人気のcoco walkのパイルミ

ニハンカチに新柄が登場します。夏ら

しい可愛らしいクジラ柄です。汗をか

きやすい季節、何枚あっても助かるの

で、ギフト用にも喜ばれております。 

頭から被るタイプのエプロン。シルクリ

ネン素材で薄くて着心地がとっても軽

やかです。夏は暑くてエプロンをしたく

ない方、紐タイプは肩がこるから嫌と

いう方にもオススメ。（着丈87㎝） 

蚊の多い季節となりました。昔ながら

の蚊とり線香もアイアン製のネコ型ホ

ルダーに吊るせば、オシャレな蚊とり

線香に変身☆使わない時も玄関や縁

側、窓辺のインテリアに◎。 

夏らしいネットバッグ。カラーも豊富に

入荷しました。内側に脱着可能なリネ

ンの巾着がセットされていて、ベルト

ハンドルとのコンビが素敵です。 

夏のお出掛けに是非どうぞ。 

ソーダガラスの保存容器。カラー蓋は

シリコン製。完全密封ではないけれ

ど、密封性を高める事は可能です。ゼ

リーやジャム、スパイスや小物を入れ

ても良いですね。900mlもあります。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

木製家具との相性ピッタリ!!自然をモ

チーフにしたチェアパッド。太い糸を

ぎっしりとつめて編まれたギャッベ風。

イスだけでなく、床や車のシートにも

オススメ♪ポリエステル素材です。 

10月上旬入荷予定 

10月上旬入荷予定 

7月下旬入荷予定 


