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Good Quality Life,
Swedish Style

木の窓、木の扉。

伝えたいのは、北欧の良質なライフスタイル

Swedish Woody Life
北欧の大自然は人々に数々の恩恵を与えてき

雄大な自然に抱かれた「森と湖の国」で、
自然との共生を目指して、住まう人々が創造したライフスタイル。
“住む”ということにおいて、真の理想主義者である
スウェーデンの人々が教えてくれるのは、
モノよりも精神の満足を追求し、“本物”と上手に付き合う暮らしです。

Swedish Style Story
クオリティ・オブ・ライフ
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クラフトマンシップ

… ……………………………………… 06

ましたが、スウェーデンパインもそのひとつ。

呼吸する家、窓と扉
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主に輸入住宅で使われる樹齢40年程度の北

ローエナジーハウジングとは

… ……………………… 10

米材に対して、寒さの厳しいスウェーデンで
は木がゆっくりと成長するため、樹齢 80年
を超えないと材として使えません。木目の詰
まった上質なスウェーデンパインは、世界有
数の木材として知られています。

Sweden Door
スウェーデン ドアの特徴
ラインナップ

………………………………… 12

……………………………………………………… 14

トマス・サンデルシリーズ

……………………………… 16

Sweden Window

北欧の中心に位置するスウェーデンは、国土の大半が手つかずの森林におおわれた「森と湖の国」
。

スウェーデン ウィンドウの特徴……………………… 18

深く美しい森や、幾万もの湖、そして厳しく長い冬………

ラインナップ

荘厳な大自然との調和によってそこで暮らす人々が創りあげたのは、
精神的な満足を大切にした、
“ 良質 ”を求めるライフスタイルでした。

……………………………………………………… 20

From GADELIUS …

…………………………………………… 26

「物質的な豊かさよりも、本物と長く付き合うことを選ぶ」
スウェーデンに古くから伝わる価値観は、21世紀に入ると先進諸国でも共感を呼び、
そしていま、日本でも大きな注目を集めています。

約 100 年前、スウェーデンから日本へと渡った GADELIUS からみなさまへ、
北欧の素晴らしい価値観とライフスタイルを伝える「木の窓と木の扉」のご提案です。

From Scandinavia
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家族とともに、年齢を重ねる住まいへの想い
精神を満足させる良質な生活を手に入れるために、
居住空間を何よりも大切にするのが、スウェディッシュスタイル。
長く住み継がれ、風格をまとった100年住宅こそ、
スウェーデンの人々にとっては、最も豊かな暮らしの証しとなります。

寒さの厳しい冬が長期間に渡って続くた

30年、40年…と、長く大切に住まれた家

そのような考え方が一般的なスウェーデ

め、室内で過ごす時間の多いスウェーデン

の方が「価値のあるもの」という考え方がさ

ンでは、新しい家を設計する際は、
「 窓 」や

の人々にとって、
「快適な住環境を手に入れ

れています。

ること」は、そのまま「家族の生活を豊か
にすること」につながります。

Aging House

スウェーデンを訪れると、
郊外はもちろん、

「 扉」といった建具にも、長く付き合うこと
のできる
“ 本物 ”が選ばれています。

世界で最も美しい首都といわれるストックホ

外観も居住空間も、シンプルでありなが

ルムを歩いても、築100年を超えるような

ら洗練されたデザイン、そして機能面にも優

古い家に数多く出会うことができます。大

れ、木の温もりに満ち溢れたスウェーデン

切に住み継がれてきた家に住むことは、ス

の住宅は、住まい手たちにとっては何より

ウェーデンの人々にとってのステータスであ

も大切な財産というべきもの。いわば、親

り、大いなる喜びでもあるのです。

から子へと、世代を超えて受け継がれる宝

年齢を重ねるごとに、人が深みを増して

外壁の塗装や屋根の修理など、住む者が

物のようなものです。そのため、スウェーデ

魅力的になるのと同じように、家も年齢を

自らおこない大切に住み継いでいくのがス

ンでは、新築の住宅よりも、10年、20年、

重ねるほどにその魅力を増していく−

ウェーデン流。
「本物と長く付き合う」とい
う価値観に加えて、世界有数の技術や材に
よって、100年住宅が実現されています。ち
なみに、日本住宅の平均寿命は約26年と
いわれています。残念ながらこの数字は、
欧米に比べても極端に短命です。
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Quality of Life

5

プロダクトに息づくクラフトマンシップ
豊富な森林資源の恩恵を受けて、工業国として成長を遂げてきたスウェーデン。
世界中で愛用される良質なプロダクトが生まれる背景には、
そこで暮らす人々の、DNA に刻み込まれたクラフトマンシップがあります。

世代を超えて住まうことのできる100年住
宅。それを実現させるのは、工業国スウェー

珍しくはありません。

GADELIUS の『木の窓と木の扉』は現

森林資源に恵まれた土地で、木々との対

在、北欧以外での生産も実施していますが、

話を重ね続けた人々が生みだすプロダクト。

材の選定から、専用工場での製材、木の

広くクラフトマンシップの根付くスウェー

シンプルで洗練されたデザインと優れた機

扱いに長けた熟練職人による加工、仕上げ

デンでは、大工道具を手に自宅をメンテナ

能性を併せもつのが、世界中でその品質を高

のチェックにいたるまで、一貫した生産体

ンスする人々の嬉しそうな顔に、街のあちこ

く評価される「メイド・イン・スウェーデン」

制でつくりあげられる究極のプロダクトはス

ちで出会うことができます。ペンキ塗りはも

の特徴です。最近では日本でも、
“モノづく

ウェーデンのクラフトマンシップをしっかり

ちろん、壁や屋根の補修といったおおがか

り大国”スウェーデンからやってきた家具や

受け継いでいます。

りな仕事まで、
プロのクラフトマン顔負けに、

雑貨が、快適な住空間づくりにひと役買って

住まい手が自らこなしてしまうことも決して

いることも多いのではないでしょうか。

デンで育まれたクラフトマンシップです。

Product Power
妥 協 の な い 生 産 体 制 で つ くら れ る、
GADELIUS がご提案する「木の窓と木の
扉」は、高品質の証しとされる、熱貫流率
“ １W／m2K ”
を上回る数値を達成していま

6

Craftsmanship

す。また、工場では、製造工程であまった
端材をリサイクルにまわすなど、環境への配
慮や、森林保全のための取り組みもしっか
りとおこなっています。
7

Breathing House
日本ではそれほど普及していない木の窓と
扉ですが、北欧や欧米諸国では、その機能
性の高さから、一般の住宅にも広く普及し
ています。ここ数年、日本でも積極的な取
り組みがはじまっている省エネ住宅の実現
にも、高断熱・高気密な「木の窓と木の扉」

Door & Window
確かな品質が与えてくれる、快適で満足な生活

は不可欠です。
家族に満足を与えてくれる住環境を実現するためには、
玄関ドアや窓といった開口部が、とくに重要な要素となります。
洗練されたデザイン性に加えて機能性にも優れた
「木の窓と木の扉」を、ぜひお選びください。

住宅にとっての「窓」と「扉」は、人でい
えば“顔”としての役割を果たします。
ここで、あなたが住む新しい家のことを

は、
「木の窓と木の扉」から実現される。そ

の住環境を誇るスウェーデンの住宅におい

れは、北欧スウェーデンでも、そして日本

ては、標準仕様とされています。

においても同じことなのです。

少しだけ想像してみてください。外から帰っ

もちろん、木の扉も同様に、すべての性

てきた家族を、まず、迎えてくれるのは玄関

能から環境への配慮、シックハウスへの対

ドアです。それが「木の扉」なら、温かみ

応にいたるまで、厳しい基準をしっかりと満

のある表情やその心地よい手触りで、家族

たしています。

を大いに癒してくれるでしょう。

住宅にとって、
「家族を迎え、呼吸をする」

そして、
「木の窓」を通じて、家は呼吸を

大切な場所である窓と扉の性能は、そのま

します。ほどよく暖かな季節には、大きく

ま住宅の性能へと直結する重要な部分。だ

開いた開口部から存分に外の空気を吸って、

からこそ、確かな品質の“本物”を選んで

寒い冬には外の冷気をシャットアウトしてく

いただきたいと、GADELIUS は考えます。

れるでしょう。断熱性・気密性に優れたトリ
8

プルガラス構造の木の窓は、世界最高水準

家族みんなが満足できる快適な住環境
9

窓と扉から実現する、地球に優しい家

Door×Window=
Low Energy Life

未来に住む子どもたちのために、美しい地球を残したいから−。
いま、日本でも省エネ住宅の数が増えています。
古くから自然との共生を大切にしてきたスウェーデンは、

Ceiling

そんな、「家族と地球に優しい」環境配慮型住宅のトップランナーなのです。

人々が実現する満足度の高い生活や、そこで育まれる良質なプロダクトデザインなど、
あらゆる側面から世界の人々に注目されるスウェーデンは、環境先進国としても有名です。

日本と同じく、石油資源をもたないスウェーデンでは、

insulated
exterior door

Wall
Energy Leakage

地球温暖化対策のための環境法典や、森林資源を守るための数々の政策とともに
早くから省エネ住宅の実現に向けた取り組みも、積極的におこなわれてきました。

Floor

triple-glazed
window

Window

エネルギー効率の高い住環境づくりのために、
なかでも着目されたのは開口部における性能の向上です。
窓や扉といった開口部の断熱性・気密性に、厳しい基準が定められたスウェーデンだからこそ
高い技術力でそれをクリアする、世界でも最高の品質を誇る窓や扉が生まれたのです。

Low Energy Housing

10

たとえば日本の一般的な住宅なら、夏に

室内外の温度差が１℃ある場合に、１m2

地球に優しいだけでなく、住む者に優し

開口部から入ってくる熱は、部屋を熱くする

の面積を１時間に流れる熱量を示す U 値に

い住環境の実現も、現代人にとっては大き

全流入熱の 71％、冬の場合は、室内から

おいて、
「 木の扉
（ Sweden Door ）
」は、

な課題。だからこそ、窓や扉といった開口

流出する熱の 48％が、窓や扉などの開口部

日本で一般的に使用されるアルミドアの約

部の建具も厳しい目で選んでいただきたい。

から出ていってしまうといわれます。つまり、

（ Sweden Window ）
」
2.5 倍。「 木の窓

GADELIUS がご提案する木の窓と扉は、

暖房や冷房の効率をあげるには、開口部の

は、樹脂ペアガラス窓の約 2.5 倍の断熱性

人体に有害な化学物質への対応にもしっか

断熱性や気密性を高めてくれる、優れた性

能を誇ります。これは世界的な水準から見

りと取り組んだ、地球環境だけでなく、家

能の窓と扉が不可欠なのです。

ても、非常に優れた性能値です。

族にも優しいプロダクトです。
11

Feature

信頼を証明する防火設備認定
加熱時の強度が鉄やアルミよりも高い木材は、火災にも強い耐久性を発揮します。さらに、Sweden Door
は国の定める遮炎性能基準をクリア。厳しい建築基準が設けられる準防火地域での使用も認められています。

家族を守る高い防犯性
家族を守る高い防犯性も Sweden Door の特徴。Sweden Door 全ての錠金物は、日本政府の定める

CP（ 防犯建物部品）に認定された製品です。

断熱と防犯を誇るトリプルガラス
Sweden Door の玄関ドアは、ガラスにも断熱性に優れたトリプルガラスを使用。三層のガラスによって、
防犯効果も飛躍的に向上させます。

住まう人とともに
年齢を重ねて
魅力を増す木製ドア

安心の10年保証
玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信をもつ Sweden Door。通常の使用条件で納入後

10年以内に 4mm 以上の反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。

GADELIUS が 提 案 す る「Sweden Door 」
は、木という材質のもつ特徴が、最大限に活かさ
れた高性能ドアです。使い込むほどに深みを増し、
鉄やアルミよりも高温に耐える、木材の特性を活
かした木製ドア。木の温もりを伝える風合いは、
家族を迎える玄関ドアにぴったりです。

12
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Line Up

トラディショナルな北欧スタイルから選ぶ
洗練されたシンプルで美しいデザインの玄関ドア。個性で選ぶ、基本のラインナップです。

KG94 ( T )-1021

KG66W66 ( T )-1021

KG50W73 ( T )-1521

KG93 ( T )-1022

KG90 ( T )-1022

KG00 ( T )-1022

KG94 ( T )-1023

KG94 ( O )-1021

OPTION
ドアクローザーやドアガード、ドア
チェーン、
ドアスコープ、
キックプレー
トは、それぞれ別売りのオプション

Teak - oil finished

14

（チーク・オイルフィニッシュ）

Oak - unfinished

パーツとしてご用意しています。

（オーク・未塗装）
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Thomas Sandell Series

Wave Door
触れて伝わる、波のように静かな佇まい

トップデザイナーの感性が響く
スウェーデンドアの新シリーズ

Wave door は、建築デザインの分野において国際的に高い評価を得るスウェーデン人
デザイナー、トマス・サンデルがスウェーデンドアだけのためにデザインを手掛けるエクスクルー
シブモデルの第一弾です。

世界的に活躍するスウェーデン人デザイナー、

上質な無垢のチーク材が使われたドア。その表面に施された不均等で連続的ではない大胆

トマス・サンデルがデザインを手掛けるスウェーデンドアシリーズ

な凹凸が、寄せては返す、海の波のような表情を生み出します。
触れて伝わる木の優しい風合いと、先鋭的なテクスチャーの対比。デザイナーの豊かな感性

When I was asked to design the exterior door from Gadelius, I still remember
how I was excited because the door in the house meant a lot to me, like
everybody might feel. The door is the main face of the house, and is a special
object which everybody comes in and goes out.

が、見事なまでに表現された特別感のある玄関ドアです。

トマス・サンデルとのコラボレーションモデルは、今後もラインナップを充実させていく予定
です。スウェーデンドアの新たなる展開にご期待ください。

I wish this special door always welcome family and friends with warmth, and
make them happy now and the future.

Thomas Sandell
Architect & Designer

1959 年スウェーデン生まれ。スウェーデン王立工科大学建築学部修士卒。建築家兼
インテリア・デザイナーとして、国際的な活躍を見せる。1995 年より、ウルフ・サンド
ベリらと共にデザインコンサルタント事務所
『 サンデル・サンドベリ』を設立。個人では
イケアを始め、アスプルンド、伊 B ＆B、カッぺリー二などにデザインを提供しており、
日本では六本木ヒルズのオブジェ「 Anna ’
s Stone 」を手掛けた。
ガデリウスから玄関ドアのデザインを依頼されたとき、とても興奮したことを今でもよく覚えています。
誰しもがそう感じているかもしれませんが、ドアは私にとっても特別な存在です。なぜなら、すべての人を迎え入れ、

KG -WAVE ( T )-1023

そして送り出すドアは、住宅の大切な顔となるものだからです。

KG -WAVE ( W )-1023

そのような特別な想いを込めながらデザインを手掛けたこのドアが、皆様の大切な家族や友人たちを、これから
ずっと、絶えず温かく出迎えてくれる存在であるように、心から願っています。
建築家／デザイナー トマス・サンデル

16

※トマス・サンデルデザインのスウェーデンドアの納期は2ヶ月半～3ヶ月かかります。
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Feature

トリプルガラスの力
三枚のガラスの間に乾燥空気層とアルゴンガス層を設けることによって、Sweden Window の断熱性と
気密性は最大限に高められています。
さらに高い遮音性も発揮し、
家族のプライバシーをしっかりと守ります。

省エネ建材等級
Sweden Windowは、日本における最新の省エネ建材等級で最高値☆☆☆☆を獲得。認定基準の U 値
2.33 W/m 2 Kを遥かに超える断熱性能を実現し、熱ロスを大幅に抑制する確かな効果を実証しています。

住宅先進国で生まれた
家族に優しい
木製三層ガラス窓
GADELIUS が提案する「 Sweden Window 」
は、北欧をはじめ、ヨーロッパなど環境意識の
高い国々で広く普及している木製三層ガラス窓
です。北欧パインを使用した地球に優しい窓が、
暮らしに与えてくれる深い満足。これから新た
なストーリーを紡ごうとする家族に、うってつ
けのプロダクトです。
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Line Up

ライフスタイルで選ぶバリエーション

横軸回転タイプ

お掃除のしやすさ、ゴムパッキンによる気
密性、そして窓が回転して開くという動作
の楽しさで、最も人気のあるタイプ。チャイ
ルドロックや、換気のために少しだけ窓を
開いた状態で施錠できる機能など、細やか
な配慮のされた、家族に優しい窓です。

20

21

フィックスタイプ

ドレーキップ窓

ドレーキップ窓＋内開き窓

明るく心地よい室内空間をつくるうえで、採

内開きと内倒しの二つの機能をハンドル一

ドレーキップ窓と内開き窓のコンビネーショ

光に欠かせないのがフィックスタイプの窓で

つで操作できる高機能窓です。室内からで

ンタイプ。窓だけではなく、バルコニーに通

す。全面ガラスのテラスドアなど、異なるタ

も掃除がしやすく、防犯性も安心で雨天時

じる出入口として利用できるモデルもご用

イプとの組み合わせによって大開口部での

でも換気をすることができます。

意しています。全開にすると大きな開放感

使用も可能。お部屋の間取りに合わせて、

を得られます。

様々なバリエーションをお楽しみください。
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テラスドアタイプ

両開きテラスドアタイプ

片引き戸タイプ

トリプルガラスや断熱材の使用、さらに四

３点ロック構造のクレモン錠、任意の開度

広い庭などに面した部屋におすすめしたい

方枠にはゴムシールを取り付け、高い断熱

を固定できるレバーハンドルを標準で装備。

片引き戸タイプ。高い断熱性と気密性を実

性と気密性を実現したテラスドア。勝手口

大間口寸法に対応する両開きテラスドアは、

現。レバーハンドルの操作によって、任意

やバルコニーなどへの利用が有効です。

実用性にも優れています。

の位置で窓をロックして換気をおこなうこと
ができるなど、機能性も備えています。
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北欧で生まれ日本で育ったグローバルカンパニー

1. 創業者クヌート・ガデリウス。 2.1909 年に東京
築地に開設された東京事務所。 3.ヤエコやタロー
など、日本を愛するクヌートは子どもたちに日本人

スウェーデンから日本に渡って１世紀以上。

に馴染み深い名前をつけた。 4.5.6. いち早く高度
工業化を遂げていたスウェーデンの産業 機 械も、

北欧品質の優れた建材や産業機械などを広く紹介し、

GADELIUS によって広く日本に普及した。 7. 四代
目社長タロー・ガデリウス。 8. 本社があった円通寺

経済大国日本を根幹から支えてきた在日スウェーデン企業。

ガデリウスビル。 9.10. グループ全体で 230 名のス

GADELIUS が伝えたいのは、本物の品質と、良質なライフスタイルです。

タッフとヨスタ・ティレフォーシュ現社長。100 年を
超える歴史とともに世界から日本へ、日本から世界
へ最高品質の製品を提供するため奔走する。

1
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今から100年以上前、1907 年に GADELIUS の創業者であるクヌート・ガデリウスは
たったひとりでスウェーデンから日本へと渡り、横浜の地に最初の事務所を構えました。
定期航路も開通しておらず、スウェーデンから日本へは船旅で約 8 週間もかかってしまう20世紀の初頭。
もちろん現在のように、日本の人々が欧米のことを理解していない時代のことです。
以来 GADELIUS は、創業者の「 スウェーデンの優れた製品を、日本の人々に伝えたい」

From GADELIUS
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という想いとともに歩みを続け、日本で大きく成長してきました。

GADELIUS が日本のみなさんにご提案するのは、スウェーデンを中心にした海外製品と、
これからの世界のスタンダードとなりうる、北欧の文化と価値観に育まれた良質なライフスタイル。
これまでの100年も、これからの100年も−。それがクヌートから託された、我々の使命です。
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