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いち早くひとりで机に向
かって勉強するように
なって欲しい、勉強は親
がしっかり見てあげたい、
添い寝から卒業してベッ
ドで寝て欲しい……。家
具は長年使うもの。どの
ように子どもの成長をサ
ポートしたいか、暮らし
ていきたいかを考えるこ
とは、家具を選ぶうえで
とっても大切です。

小学校に入り学年があが
るにつれ、教科書やプリ
ント類などがどんどん増
えていきます。普段の衣
類も、成長にともない大
きくなり場所を取るよう
に。スペースが限られて
いる場合は、省スペース・
高収納力であることを家
具の選択基準にするのも
よいでしょう。

デスクやベッドは、子ども用と大人用でサイズが変わらない
ものがほとんど。シンプルなデザインを選べば中学生や高校

生、大人になっても使
うことができます。交
換しやすいラグやカー
テンなどファブリック
は、遊び心のあるもの
をチョイスすれば成長
にも対応できるキッズ
らしいインテリアを手
軽に実現できます。

パパ・ママの作業机と子どもの勉強机を、リビングに並べて　
親子のワークスペースをつくるのは近年のトレンドです。親
が集中して仕事をしている横にいれば、子どもも集中して勉
強できるかも。親子の会話を増やすのにも効果的です。

子どもには、良質なものの魅力を知って欲しいもの。成長と
ともに飴色に変化するパイン材の家具や、光により印象を変

えるリネンのカーテンなど、
天然素材を身の回りに置く
ことで、豊かな感受性を育
ててくれます。

まず考えるべきなのは、何年か先に 
どうしたいか、ということ。

子どものモノは増え続けるという現実。
収納力を考えることも大切。

小学校に入る前に、 
キッズ家具をそろえる意味とは？

家具はシンプルに、
ファブリックで遊び心を表現する。

リビングに親子の
ワークスペースをつくる。

子どものころから、
天然素材の魅力を体験させる。
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幼児用サイズのテーブル
やイスは、そろえなくて
もよいと考えている人も
多いかもしれません。し
かし未就学児から机に向
かってお絵描きや読書を
していれば、学習机への
移行もスムーズになる可
能性があります。

MOMO natural／PIENI KOTI
自由が丘店
03-3725-5120／11:00 ～ 20:00 ／
東京都目黒区自由が丘 2-17-10 
ハレマオ 自由が丘ビル 2 ～３F
／東急東横線・大井町線自由が
丘駅正面口から徒歩約 5 分

キッズインテリ　アのつくり方
MOMO natural　　に教えてもらう

最近は、夢いっぱいのすてきな子ども部屋やキ 
子どもがワクワクしながら過ごせ、情緒 

どんなものを選び、どんなふ 
キッズ部門 PIENI KOTI を持ち、子どもの 

MOMO natural に子ども用の家具の選び方や

ッズスペースをつくる家庭が増えてきました。 
を育んでくれるスペースにするためには、 
うに置けばよいのでしょうか？ 
ためのインテリアの提案にも力を入れている 
インテリアのつくり方のコツをうかがいました。

PIENI KOTIのアイテムを
プレゼント ！

▶︎詳しくはP.15へ

MOMO natural ／
PIENI KOTI プレス
長谷川洋介さん

教えてくれた人
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37号 Special Present のご当選おめでとうございます！

01 コレド http://princess-jp.com　02~03 MOMO natural http://www.momo-natural.co.jp　04 グリーンギャラリーガーデンズ http://www.gg-gardens.com　 
05 山崎実業 http://www.yamajitsu.co.jp　06 green senses http://greensenses.jp　07 プリズメイト http://www.prismate.jp　09 アークトレーディング http://www.arktrading.jp

テーブルグリル ピュア
デザインアワード受賞のホットプレー
ト。天然竹の台座に乗る純白のプレー
トは熱伝導率がよいセラミックコーティ
ング。ノンオイル調理も可能です。
●幅61.4×奥22.2×高7cm

ピエニコティ ミニ
キャンドルライト

甘くなりすぎない、シンプルなデザイ
ンで、子ども部屋のポイントにピッタ
リ。P.８で紹介したPIENI KOTIのオリ
ジナルアイテムです。
●径36×高20×コード長85cm／E17
口径60Wまで対応×4
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eva solo 
アクアスター  
ウォータリングカン

インテリアのアクセントにもなるじ
ょうろです。細い注ぎ口で水の勢
いを調整しやすいので、小さな鉢
への水やりにも便利に使えます。
●径17×高42cm／容量約２ℓ

08ACCENT GREEN 
フラット

水やりも日光も不要のプリザーブドグ
リーン。サニタリーや寝室など場所を
選ばず、飾ることができます。スペー
スを取らないシャープな形状も魅力。
●幅40×奥3.2×高1.2cm

グリーンギャラリー
ガーデンズ  
サボテン寄せ植え

P.3 でも紹介したグリーンギャラリーガ
ーデンズのサボテンの寄せ植えです。
ガラス製の鉢は、スタイリッシュでイン
テリアに最適。
●植物の種類は写真と異なる場合が
あります。

04

フォンデュブロック

カラフルなサイコロのような電気フォ
ンデュ鍋。フッ素樹脂塗膜加工の鍋
でお手入れも簡単。手軽にフォンデュ
を楽しめます。
●幅12.5×奥12.5×高13.2cm／フ
ォーク４本・レシピ付き
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ウェットシート 
ケース リン

トイレの除菌シートなど、市販のウェ
ットシートを袋のままスッキリ収納。イ
ンテリアに違和感なく溶けこむデザイ
ンです。乾燥をふせぐパッキン付き。
●幅17×奥10×高7.5cm

05

06 ブックニチュア

閉じると本の形。360度開くとスツール
やサイドテーブルに早変わりします。ある
程度の水滴や湿気に強いクラフト紙を
使用し、1t近くの重量に耐えられます。
●開いた状態径36×高34.3cm／シ
ート付き
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37号のSpecial Presentは、「星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳1泊朝食付き宿泊券」。厳選なる抽選の結果、
富山県富山市のT様にお送りいたしました。今号もたくさんのご応募をお待ちしております！

ズータイマー・ 
クロック フィッシュ

ミッドセンチュリーデザインの巨匠、
ジョージ・ネルソンが子どものために
デザイン。愛らしい表情とカラフルな
色使いで、お部屋を明るく彩ってくれ
ます。
●28×26cm
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※上記の賞品の色は異なる場合があります。色の指定はできません。小物類や料理は撮影用に用意したものになり、付属しておりません。予めご了承ください。

他人の物を壊した、ケガをさせたなど、万が一のときに使えるのが
個人賠償責任保険。勘違いしやすいポイントもふくめて、
保険の掛け方や使い方をご紹介します。 マネーレッスン

FP古川みほの

監修／古川みほ
「暮らしのお金の保健室」
代表。ファイナンシャルプラ
ンナー、キャリアコンサルタ
ントとして講師、講演、カウ
ンセリング、執筆活動を幅
広くおこなう。

勘違いにご用心

立体イメージ
積み重なった立方体の並びに該当
するものを、A～Dの中からひとつ
選んでください。

複数の視点から立方体を考えることで
イメージ力を高めます。

真上から
見た図

正面から
見た図

右側から
見た図

Power up!!
答えは「レーベンコミュニティ」公式サイトへ！
まずは で検索 TOPページ おすすめコンテンツ検索レーベンコミュニティ

A B

C D

個人賠償責任保険とは、個人が法律上の損害賠償責任を負ったとき
に金銭的な損害を補償する保険です。たとえば

■  子どもが他人の家で物を壊してしまった
■  ベランダに置いていた物が落下し、人に当たってケガをさせた
■  洗濯機のホースが洗濯パンから外れて階下の家に水漏れした
■  駐車場に停まっていた他人の車をあやまって傷つけてしまった

など、他人や他人の物に「うっかり」損害を与えてしまったときに、
損害賠償費用、治療費用、修理費用、弁護士費用などを保険金とし
て先方に支払ってもらえます。
自転車事故が増えた昨今、保険料は若干値上がりしていますが、それ
でも１億円の補償で年間千円ちょっと。非常にお買い得な保険です。

個人賠償責任保険は、勘違いが多い保険でもあります。
まずは下の内容が正しいか○×をつけてみましょう。

 １家族１契約で OK です。生計を一にする別居の未
婚の子（ひとり暮らしをしている学生など）もふくめ
家族全員分をカバーします。

 同居の親族にうっかりケガを負わせたり、物を
壊したりした場合は、対象とはなりません。

 ひとつの事故で重複して保険金を受け取ること
はできません。個人賠償責任保険は単独の契約がで
きず特約として契約するもの。重複がないか確認し
てみましょう。

「知らないとソン⁉ 個人賠償責任保険」

イザというときの強い味方

家族全員分保険を掛ける必要がある

兄弟ゲンカでケガを負ったときも使える

念のため複数の個人賠償責任保険を契約するとよい

?

 答えは全て×。
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Present
ふるってのご応募、

お待ちしております！

暮らしの彩り、集めました。
インテリアに溶け込みながら、毎日を少し楽しく 

してくれる。デザインと機能を兼ね備えた 
アイテムをセレクトしました。

 ‘17年1月31日（火）
（当日消印有効）

応 募 締 切
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