
イタリア発のインテリアブランド

カルテルストア大倉山

OPEN!

【サイラムの特徴】
●無農薬の安全な食材を使用　
サイラムで使用している野菜などの食材
は、無農薬のものを使用。オイルや調味
料も特別なルートから安全な食材を調達
しています。
●体に優しいローフード
食物を生で食べることにより、体内では代
謝酵素が十分に働き、代謝・毒素排泄が
盛んになることで、体調改善、ダイエット、
美肌などに良いと言われています。
●免疫力を高める酵素玄米
心と体に良い長岡式酵素玄米を使用。お
いしくて消化が良くて、早食いしても大丈
夫。おなかのあまり強くない人でも安心し
て食べられます。

自然の食材で免疫力UP!

ランチプレート再開しました。
動物由来材料や添加物・化学調味
料を一切使用しないナチュラルフード
メニューのお店です。

【住宅部門】
新築注文住宅・不動産・
リフォーム（マンション/戸建）・設計・施工　
■もくもくはうす株式会社（mokumoku）
ショールーム
横浜市港北区大倉山3-1-8　〒222-0037
Head office
横浜市港北区大倉山3-19-18　〒222-0037
TEL. 045-544-1114　FAX. 045-544-9385

もくもくファクトリー
横浜市港北区新吉田4199〒223-0056
https://moku2house.jp
mail. info@moku2house.co.jp

【飲食部門】
自然のめぐみCafé & Dining
■SAIRAM（サイラム）
横浜市港北区大倉山3-1-8　〒222-0037
TEL. 045-531-2777　FAX. 045-544-9385
http://www.sairam.jp
mail. info@sairam.jp

【ヒーリング部門】
■shanti（シャンティ）
横浜市港北区大倉山3-1-8  2階　〒222-0037
TEL. 045-533-4222　FAX. 045-533-4222
https://shanti358.com

【児童福祉・教育部門】
■mokumoku kids　
横浜市港北区新吉田町4199　〒223-0056
TEL. 045-591-8801
https://kids.moku2house.jp
mail. kids@moku2house.co.jp

Head office
もくもくはうす
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命のつながりで広がる　mokumokuのサービス

免疫力低下の原因となるストレスやお疲れを抱えてないですか？
ちょっとした隙間時間に心身のリセットをして、ストレスやお疲れを軽減しましょう！
リニューアルオープンした shantiでは施術の前後に寛いでいただける空間をご用意。
フリードリンクや軽いスイーツとともにリラックスしていただけるように努めています。

【キャンペーン限定コース】
バリニーズ 120分コース　15,000円
※ご予約いただいた方には、上のSAIRAMのランチプレート、
もしくはフレンチトーストを無料でご提供いたします。

≪７月～９月　キャンペーンのお知らせ≫
～暑さとウィルスに負けないカラダ作りをしましょう～

※その他のメニューはお問い合わせを。

お店でしか食べることができない
メニューもご用意しています。

1品ずつ陶器に入れて販売。
各品増量の 2段陶器もご用意

TAKE OUT MENU

予約制

季節の自然栽培・無農薬野菜 20種類以上を使用したお惣菜を酵素玄米、
スープとともにお出しします 1650円

フレンチトースト
（コーヒーまたは紅茶付）1500円

左 _豆乳ラッシー750円
右 _いちごフロート850円

健康・防災・耐震に配慮した家づくり。
自然素材の新築・建て替え・リフォームの
ご相談は地元に根ざした、もくもくはうすに！

代表取締役
桜井 由紀子

mokumoku（もくもくはうす）について
もくもくはうすの企業理念は、『私たちは、生命のつながりで元氣な家
をつくります。』単なる自然素材の家、健康や安全に配慮した家でなく、
からだだけでなく心も豊かにする住宅づくりをめざしています。その家
に入るとわくわくする、その家で暮らすと元氣になる、もくもくはうすの
家に入ったら変わる、そんな住宅が、もくもくはうすの考える理想の家
です。もくもくはうすの大きな特徴は、経営者である私自身が女性で、
建築の現場をよく知り、自身で設計していること。単なる自然素材だ
けの家づくりで納得できなければ、ぜひ、
もくもくはうすにご相談ください。

もくもくはうす 検索

もくもくはうすでは、全店舗で、しっかりとした感染防止対策に取り組んでおります。店内の除菌、換気の徹底、他のお客様とのソーシャルディスタンスの確保
など、信頼して貴重なお時間を預けてくださるお客さまが安心できるよう、環境を整えて皆さまのお越しをお待ちしております。

お惣菜　写真手前右からひよこ豆のイ
タリアンドレッシング和え、大豆ミート
の南蛮漬け、じゃがいもとキャベツの
サムジ（煮物）。写真奥右から蒸し長
芋の梅クリーム和え、ひじきのトマト煮、
切干大根のマスタード和え

こちらからもご予約承ります。
shanti@shanti358.com

コースに関しての詳細・
ご予約はこちらから

2020. July自然素材のめぐみでつくる家   新築戸建 リノベーション  不動産

vol. 100私たちは、生命のつながりで元氣な家をつくります。
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独創的かつ革新的な製品で世界中に多くのファンを持つイタリアのインテリアブランド『Kartell（カルテル）』が神奈川に進出。
大倉山駅前、もくもくはうすショールーム内にオープンいたします。記念の期間限定キャンペーンも実施。この機会にぜひご来場ください。

オープン記念 10％OFFキャンペーン
7/19（日）まで
期間中にご来場いただいたお客さまに限り、全商品を10％OFFの特別価格にて販
売いたします。店内の商品はもちろん、カタログ内の商品もお取り寄せいたします。

■住所 横浜市港北区大倉山 3-1-8
■営業時間 11:00～18:00（無休）

1_デザイナー吉岡徳仁の最新作『スマ
トリック』は、二重ワイヤー構造による
優しい座り心地　2_写真左からデザイ
ナー吉岡徳仁の故郷である日本の伝統
文化の織物から生まれた Ami Amiチェ
アとフィリップ・スタルクによる『ゴースト』
シリーズ　3_世界中でベストセラーの
超人気テーブルウェアシリーズ『ジェリー
ズファミリー』。樹脂製なので、ガラスよ
り圧倒的に割れにくく、耐候性に優れて
おりアウトドアにも最適

4_古来から持ち運びできる照明だったランタンを最新のLED光源で再現。非常用に持ち歩
きも可能　5_先人の名作、シェルチェア、セブンチェア、チューリップチェアのアウトラインを再
編集したフィリップ・スタルクによる究極のダイニングチェア『マスターズ』

Kar tell(カルテル )は、1949年にイタリア・ロンバルディア
州で化学エンジニアのジュリオ・カステッリによって創立。エン
ツォ・マリ、マルコ・ザヌーゾ、ヴィコ・マジストレッティ、フィリッ
プ・スタルクなど、世界的に著名なデザイナーとのコラボレーショ
ンを行い、デザイン性や品質の高さ、独創的かつ革新的な製
品は数多くの賞の獲得や美術館のパーマネントコレクションに
なるなど常に高い評価を受けています。

EventNews 家づくり、衣食住、心と身体のイベントカルテルストア大倉山、OPEN!

もくもくはうす  石けん教室

7/15（水）・8/19（水）10:00～ 11:30要予約

お塩とくちゃの石けん deヴィーガンレシピ。美容効果のある沖縄の泥
とお塩を入れた石けん。今年はヴィーガンレシピになります。
■会場：もくもくはうす大倉山ショールーム
■参加費 : 4,000円（石けん 4個から5個分）※ 石けん1個お土産付き
■持ち物 : エプロン、マスク、ゴム手袋、メガネ（保護用）、
牛乳パック1本　持ち帰り用（保冷バックまたは紙袋、ハンドタオル、
ビニール袋）、筆記用具

講師：大橋 美晴
キッチンで作れる石けん作りのレッスンを開催。お土産でもらったラベンダーの精油で体調不良が改善し、
アロマテラピーを学び始める。HSA認定ジュニアソーパー、Mauna Lani認定プロフェッショナルインストラ
クター etc.

沖縄の泥と
お塩を入れた石けん

※完全予約制　※お申し込みは、sunnykitchen311@gmail.comまで

私にもどる会

※完全予約制　※お申し込みは、もくもくはうすHPまで

■内容：気功～瞑想～癒
■会場：SAIRAM大倉山本店
■参加費：1,000円

■案内役：もくもくはうす　
島村健二
■持ち物：ハンカチ・動きやすい服装

7/2（木）・9（木）・16（木）・23（木）・30（木）
19：00～20：30

要予約

構造見学会
◎もくもくはうすが実際に建てる家を見たい方　
◎自然素材の家の心地よさを体験したい方　
◎材料へのこだわりや設備・仕様を確認したい方

※お問い合わせ・ご予約は、もくもくはうすHPまで

随時開催 ＠東京都大田区　※個別にご対応いたします。要予約

こんな方にぜひ！

随時開催＠もくもくはうす大倉山ショールーム　新築・リフォーム・リノベーション相談会
一戸建ての新築・建て替え、リフォーム、リノベーションまで様々な家づくりをお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
◎直接対面でのご相談がご心配な方には、インターネットやWEB、メールでもご相談にも対応いたします。　※お申し込みは、もくもくはうすHPまで

要予約

新築完成見学会

◎眺望が良い２階の LDKはスキップフロアに
◎開放感のあるソファ型の出窓を設置
◎１階にホビールーム、大型サンルーム

ココが
POINT

※お問い合わせ・ご予約は、もくもくはうすHPまで

7/4（土）① 11：00～ ② 14：00～@横浜市中区要予約

ガレージセール開催！！　7/11（土）・12（日）
〝mokumokuマルシェ〟のスタートを記念して、
ガレージセールを開催！ 端材やグリーンをはじめ、
インテリアなども販売。ぜひご来場ください。

【会場】もくもくはうすHead Officeとその周辺、
横浜市港北区大倉山 3-19-18（Head Office裏面下地図参照）

mokumokuマルシェ
はじめます。

土地探しセミナー
土地探しから一緒にサポートいたします !

◎土地選びのポイントがわからない方　
◎更地で見ても日当たり具合がわからないと
いう方　◎何を決め手にしたら良いか優先
順位が定まらない方　◎どんな不動産屋さ
んが良いのか、見分け方を知りたい方

※お問い合わせ・ご予約は、もくもくはうすHPまで

※お問い合わせ・ご予約は、もくもくはうすHPまで7/12（日）11:00～ 12:00　＠もくもくはうす大倉山ショールーム要予約

こんな方にぜひ！

WEB
参加可能
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もくもくはうすでは、全店舗で、しっかりとした感染防止対策に取り組んでおります。店内の除菌、換気の徹底、他のお客様とのソーシャルディスタンスの確保な ど、信頼して貴重なお時間を預けてくださるお客さまが安心できるよう、環境を整えて皆さまのお越しをお待ちしております。

地域のみなさまにもっと親しまれる会社でありたい　　　。
そんな思いから、〝mokumoku マルシェ〟をスタート。もくもくはうすの家づくりの
過程で余ったタイルや端材から、独自のルートで仕入れた花や植物などをお手頃
なお値段でご提供します。場所は大倉山駅前のSAIRAM（サイラム）の店先と、
もくもくはうすHead Officeの店先。さらに今後は大倉山地域の各所に設けてい
く予定です。無人販売の24時間営業ですので、お気軽にご利用ください。


