
名古屋・東京の建築デザイン集団「エイトデザイン」が発行する情報誌

HACHI CAFE, EIGHT TOWN, EIGHT SALON, EIGHT DESIGN

新着事例紹介／ NEW OPEN!
京都の古民家カフェ、英語塾

ユーズド家具＆キッチンツール
のガレージセールを開催します

EIGHT DESIGN

キッズカットの料金を改定！お
得な年間パスポートも登場

EIGHT SALONEIGHT TOWN

Feature
1 月の限定メニューは、抹茶が
テーマのタルトが登場！

HACHI CAFE
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家づくり・お店づくりについての詳細＆お問い合わせはEIGHT DESIGNホームページで 検索エイトデザイン

開催日時
参 加 費
会 場

ご希望の日時で開催
無料（完全予約制）
名古屋 & 東京オフィス or オンライン

「楽しむ」をデザインする。それが私たちのリノベーション。
エイトデザインの家づくり・空間づくりを体感できるイベント情報をご紹介します。

新築 o r リノベーション、様々なご要望にお応えす
る家づくりの相談会。あなたの求める「デザイン・
暮らし・思い」が形になる住まい。物件探しから
お手伝いします。お気軽にご相談ください。

家づくり個別相談会

E VENT  INFO

開催日時
参 加 費
会 場

ご希望の日時で開催
無料（完全予約制）
名古屋 & 東京オフィス or オンライン

お店づくり個別相談会
店舗デザインはもちろん、ブランディングのご相
談もお気軽に。飲食・物販・サービス・医療福祉、
様々な業種に対応します。

「仕合わせ」
名古屋市東区・マンションリノベーション

オンライン or 名古屋 & 東京で開催
会場を選べる無料個別相談会

MORE INFO

エイトデザインの新築注文住宅、コンセプトハウスで
住まいづくりの相談会＆見学会を開催します。私たち
のコンセプト「楽しむ」を詰め込んだ、理想の住まい
です。実際の建物を見学しながら、将来の暮らし方に
ついて考えてみませんか？

開催日時
参 加 費
会 場

1月 15 日（土）・22 日（土） 13:00～
無料（完全予約制）
名古屋市緑区（P あり）

所在地：京都府東山区清水 3-315

所在地：名古屋市東区葵 1丁目 19- 4

W EB：ht tps ://spec- coach .com/

「趣味を楽しむ家づくり相談会」は、好きなことをとこ
とん楽しむための家づくり相談会です。今回はガレー
ジライフに特化した特別編。一戸建て＆マンションリ
ノベーションで叶えたガレージハウスの事例を参考
に、理想の暮らしを想像しましょう！

開催日時
参 加 費
会 場

1月 16 日（日）13:00～
550 円（タルトつき・完全予約制）
名古屋市 EIGH T TOW N （P あり）

Garage Life

ルームツアー＆インタビュー動画
でもっと詳しく。詳細は WEB へ。

実家近くの希望学区でマイホーム
職住一体の便利な暮らし

I N T E R I O R  I D E A S
リノベーションや新築、DI Y、インテリアコーディネートなど、

自分らしい楽しい住まいづくりに役立つアイデアをお届けするコーナー。
今回は最新のリノベーション事例をご紹介。

T OPICS エイトデザインの耳寄り情報 NEW OPEN エイトデザインが手がけたお店のご紹介

ワークスペースを併設したダイニングキッチン。大きな作業台兼収納とダイニ
ングテーブルを一体で使用することができ、準備や片付けも便利です。食卓
で使うこまごまとした雑貨は、キャスター付きの収納に入れています。

パントリー兼洗濯脱衣室。下着やパジャ
マ類などお風呂上がりに着替えるものは、
乾燥機から取り出してそのまま脱衣所に
収納できるようにしています。

リビングではアウトドア用の家具や収納アイテムも活躍。
移動がしやすくフレキシブルに暮らせます。

アウトドア道具のコレクションを
飾って収納できる WIC。洋服類
の収納も兼ねています。

キッチンはオリジナルで製作。冷蔵庫や調理家電がリビングから丸見えにならないように設
計しています。ワークスペース～キッチン～洗濯室と繋がっており、奥様の生活動線がここに
集約されています。

施主の Y 様はアウトドアが大好きな 3 人家族。実家近くの希望学区
で中古マンションを探して購入し、全面リノベーションしました。
奥様は自宅でお仕事をしているため、オリジナルキッチンの隣にワー
クスペースを併設。キッチンの隣にはパントリー兼洗濯脱衣室を設け
て、生活動線を 1箇所にまとめています。
70 平米のマンションでアウトドアギア用のガレージやパントリー、
ワークスペース、子供室など希望の要素を叶えるため、かなり綿密＆
合理的に収納と家事動線を計画しています。
リビングの家具や収納用品、生活道具にもアウトドア用品を取り入れ
るなど、インテリアのお仕事をしているお施主様のアイデアが光るお
うちです。

Yo uTub e チャンネルで新企画が始まりました！テーマは
「これどこで買ったの？」。お施主様宅で見つけたステキ
＆便利な私物を「どこで買ったの？」と根掘り葉掘り聞
いてみました！現在第 2 弾まで公開中です。

EightdesignJp758

YouTube

猫と人のための秘密基地を作り
ました！中はコレクションルー
ム。猫が階段や屋上を登って遊
べます。猫と暮らすインテリア
のご相談もお気軽にどうぞ！

hachikagucraf tman

HACHI  K AGU
NEKO KICHI

京都の土産店＋カフェのブランディングと店舗デザインをエ
イトデザインでお手伝いしました。京都有数の観光名所であ
る三年坂（産寧坂）の町屋を 1F を土産店、2F をイートイ
ンスペースにリノベーション。タイムスリップしたような空間
で、名物のプリンやクリームソーダをいただけます。

エイトデザイン初 ! ? 塾の店舗デザインを手掛けま
した。事業拡大に伴う英語塾の移転拡大リノベー
ションのプロジェクト。個別学習のブース、グルー
プワークのブース、自習スペース、休憩スペースな
ど、多様な使い方ができる空間構成としています。
クリエイティブなスタジオのような、新しい時代の
塾を目指しました。

 SPEC

EIGHT TIMES 郵送停止希望の方は、お手数ですがお名前とご住所を添えてお知らせください。 info@eightdesign.jp 052-883-8748 エイトデザイン株式会社（担当：新美）
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エイトデザインが運営する
カフェやインテリアショップからのお知らせ

おいしい お や つを
おうちで も

クッキングシートを使って虎柄に！ 2022 年は寅年、新年のおやつにどうぞ★

WE ARE  E IGHT  DESIGN  GROUP!

虎柄どらやき

❶ボウルに卵と砂糖を入れ、ホイッパー
で軽く泡立つまで混ぜ合わせる

❷はちみつ、みりんを加えて全体がな
じむように混ぜる

❸粉類を入れ、ゴムベラで粉っぽさが
なくなるまでさっくりと混ぜあわせる

❹サラダ油を敷いたフライパンに、カットして
おいたクッキングシートを敷き、生地を乗せ
て焼く（火加減は弱火～中火くらい）

❺表面にぷつぷつと気泡が出てきたらクッキン
グシートごとひっくり返して裏面も焼く

※焼きあがった生地は乾燥しないように濡れ
ふきんなどをかぶせておくとよいです

❻粗熱が取れたらクッキングシートから生地を
はがし、つぶあんや生クリームなどお好みの
素材をはさんで完成☆

※クッキングシートを敷くと、紙のシワがその
まま焼き目になり、虎模様のようになります

GOOD NEWS 友だち登録で缶バッチをゲット！
お店で使えるお得なクーポンや
イベント情報などを配信中！

インテリアのアイデアやルーム
ツアーなど、住まいづくりに役
立つ動画を配信中！

エイトデザイングループの L INE@、
公式 YouTube チャンネルで毎日を
もっとお得に、楽しく！

ワークショップ情報
EIGHT TOWN

開催日：1月 23 日（日）  参加費：￥3,300
タイルクラフト：ハートタイルのペアコースター

開催日：1月 8 日（土）  参加費：￥1,100
日本茶と器を楽しむ：  緑茶・和烏龍茶・和紅茶

開催日：1月 9 日（日）・12 日（水） 参加費：￥3,520
暮らしの中の花景色：ホワイトベースのリース

開催日：1月 19 日（水）・22 日（土） 参加費：￥2,640
こばーどのリース：ゆらゆらレードルのアレンジ

開催日：1月 15 日（土） 参加費：￥2,750
H ACHI K AGU のオリジナルシェルフを注文いただ
くと、期間限定で「愛知県内の配送料無料」or 「オ
リジナルレザートレー 1 点プレゼント」。セミオー
ダーも OK です。この機会にぜひご利用ください。

★期間：1 月 8 日（土）～16 日（日）
★詳細：ht tp://eight town. jp/

SHELF  WEEK
EIGHT TOWN

リノベーションや店舗デ
ザインをトータルで手が
けるデザイン事務所

検索エイトデザイン

オリジナル家具と生
活道具を扱う鶴舞の
インテリアショップ

検索エイトタウン

鶴舞と阿佐ヶ谷の
タルトとサンドイッ
チの専門店

検索ハチカフェ

エイトデザインの新
築注文住宅ブランド

検索エイトハウス

SAKUMACHI商店
街のオーガニック
メニューの美容院

検索エイトサロン

ハチカフェの姉妹店。
犬山駅直結のタルト
とパスタのお店

検索ハチカフェ犬山

ハチカフェ鶴舞・犬山・阿佐ヶ谷

1 月のハチカフェの限定ホールタルトは「抹茶とベ
リーのショートケーキタルト」。抹茶香る生クリーム
と 4 種の甘酸っぱいベリーを合わせたスペシャルな
ショートケーキタルトです。阿佐ヶ谷店のみ 6 日より
販売です。（要予約）
★販売期間：1月 5日（水）～31日（月）
★詳細：http://hachicafe. jp/

期間限定ホールタルト

1 月より、SA KUM ACHI 商店街の EIGHT SA LON
のキッズカットがリニューアルします。小学生以下
は 500 円、中学生 1,000 円、高校生 1,500 円。
お得な年間パスポートも始まります！ファミリーに
とってうれしいサービスを提供します。

★詳細：ht tps://eightsalon. jp/

キッズカットがよりお得に
EIGHT SALON

【生地】
全卵  2 個
グラニュー糖 80g
はちみつ 22g
みりん 18g
薄力粉 100g
ベーキングパウダー 4g
サラダ油（焼くとき用） 適量

【仕上げ】
つぶあん・いちご・生クリーム
 お好みで

ハチカフェ鶴舞・犬山・阿佐ヶ谷

1 月のハチカフェの限定タルトは「抹茶ピスタチオ」。
ホワイトチョコを混ぜた抹茶ムースのタルトです。他
にも抹茶をテーマにした店舗限定タルトが登場しま
すよ。なお阿佐ヶ谷店のみ 6日より販売です。

★販売期間：1月 5日（水）～31日（月）
★詳細：http://hachicafe. jp/

1 月限定タルト
EIGHT TOWN

エイトタウンで久しぶりにセールを開催します！ユー
ズド家具やキッチンツールの格安販売と、雑貨類は
最大 70%OFF。オリジナルレザーの詰め合わせ販売
も。掘り出し物たくさんです。早い者勝ちですよ！

★開催日：1月 8日（土）～10 日（月）
★詳細：http://eighttown.jp/

ガレージセールを開催します！

★詳細：ht tp://eight town. jp/

HACHIKAGU
H AT S U I C H I

感じる香り：香りのバリアミスト

開催日：1月 13 日（木） 参加費：￥6,600
曲げわっぱ： 楕円の曲げわっぱをつくろう

＊クッキングシートを約12cm角にカット
しておく
＊薄力粉とベーキングパウダーを合わせ
てふるっておく


