
湘南に建てよう、極上の住まい

湘南ビルダーズクラブ

YOUは何しに湘南へ

［湘南ゴールドラッシュ］
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　良い家とは、人によってさまざま
な違いはあると思いますが、今回の
テーマの良い家とは、「自分だけの
ために考えられたデザインで、自分
だけのために考えられた収納があっ
て、健康のために自然素材にもこだ
わった家」を良い家としましょう。
　まずは良い家を建てるとどんなこ
とがおこるのか考えてみたいと思い
ます。
　家がとても居心地良いと、早く家
に帰りたいと思いますよね。仕事を
している人の場合、早く家に帰りた
いから無意識にその日の仕事をテキ
パキと終わらせて、なるべく残業を
せずに帰宅したくなるでしょう。そ
して家そのものにストレスがなけれ
ば家族との会話もネガティブな事柄
が減って楽しい会話がはずむのでは
ないでしょうか。
　他には、旅行が趣味で一流ホテル
によく行っていた人が、良い家を建
てた後は、どんなに一流のホテル

に行っても自分の家が自分の好みや
生活にピッタリに考えられているの
で、今まで満足していた一流ホテル
がなんだか物足りなく感じてしまう
ことがおきてしまいます。一流ホテ
ルといえども自然素材の漆喰や珪藻
土を使っている所はほとんどないの
で、空気感の違いを感じてしまうの
でしょう。
　そう感じることによって、旅行に
は行くけど、良い家を建てる前まで
泊まっていたホテルよりもランクを
さげて旅行に行くので、旅行費用が
安くなったということをよく耳にし
ます。
　また良い家を建てる前は外食ばか
りしていた人も同じで、外食の回数
が減って、家で食事をすることが多
くなったという話も良く聞きます。
それは、自分が使いやすいように
キッチンを作った家では、料理をつ
くる時もストレスなく作れるし、家
族と一緒に料理を作りやすいなどが

外食が減った理由です。
　そして家そのものの居心地が良い
と、家自体に愛情もわいていきます。
家に愛情がわくということは家の小
さな異変にも気づくことができるの
で、家のメンテナンスが必要な時期
にもいち早く対応できるでしょう。
私は、この愛情をもつという事が家
の寿命を長くさせる一番大切なこと
ではないかと思います。愛情をもつ
ことで家のメンテナンス費用も抑え
られていきます。
　良い家を建てると、このようなオ
プションが付いてくることでしょ
う。

文＝玉造清之
たまつくりきよゆき◎ 1974
年横浜市生まれ。大工である
父の元で修行を積み独立。株
式会社 solasio を創設。マリ
ンスポーツやバイク、クルマ
など趣味は多彩。ガレージハ
ウスなど趣味の家づくりのマ
イスターとして施主の生活や
趣味の目線を捉えた暮らしの
アイデアは独創的で高い評価
がある。

バイザシー　Enjoy life

『良い家からの～』
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　この家のオーナーはウィークエンドに
戻ってくる。週のほとんどは東京丸の内で
都市の再開発に関わる重要なお仕事に取り
組んでいるそうだ。趣味は学生時代から体
に海水が染み込んでいるサーフィン。エネ
ルギッシュに活動する平日に変わって、週
末は湘南の海に戻る理想的な暮らし方。
　大学を卒業してヨーロッパからアメリ
カ、最後はハワイにたどり着いたという旅

に出た。センスのいいリゾート感覚はその
経験の中で養われたようだけれど、旅には
不要なものは持たず、常に身軽でなければ
ならない、そんな信条が、この家づくりに
も多少なりとも影響を与えているように、
僕には見て取れた。
　東京には奥様と成人したお子様が暮らし
ている。だから週末はひとりで気ままにこ
の家に戻ってくる。ワンルームのホテルの
ように。
　1 階は土間からはじまる。訪れる人には
どこで靴を脱ぐのか戸惑う空間がなんとも
湘南らしい。（実際著者は叱られることに
なった）。当然のごとくサーフボードや自
転車、遊び道具がいつでも出動できる体制
にあるから道具の持ち出しにはストレスが

ない。そして猫足のバスタブとトイレ、そ
れだけ。
　2 階は趣をガラリと変えて海っぽさを演
出したリビング＆ベッドルーム。ベッド
ルームとリビングを遮るものは背の低いガ
ラスブロックだけ。仕切りのない大きな空
間の中にすべての機能を収めてある。
　あなたが家を作るとなったらどんなプラ
ンを描くだろうか？　趣味の世界を重要視
して間取りを考えるかもしれないし、どう
しても家族全員の意見も取り入れなければ
ならないこともある。そうしてみるとこの
T 邸のようなコンセプトの「決め打ち」は
なかなか決断できるものではない。そう、
この家の素晴らしさは「潔さ」だろう。家
は人生を映すものだ。

湘南にはこだわりのある個性的なライフスタイルが混在しています。た
とえば丘の上の豪邸から、古民家、木の家、輸入住宅、オーシャンフロ
ントの家など人々の人生観が競い合う不思議なエリアなのです。

思い切って 1 階のスペースのほとんどを占有する土間はサーフボードを最優先する

2 階の全容。決して広くない空間にキッチン、ダイニング、ベッドルームを配置。
ただ暮らしがシンプルだからストレスがない

藤沢市 T 邸：「これだけでいいのだ」と、シンプルに暮らす。

湘南の家づくり VOL.01

2 階リビング部分が突き出した T 邸。シンプルでミニマルライフな
ウイークエンドハウス。東京のサーファーにとっては垂涎のサー
ファーズハウスかもしれない

①、②solasioオリジナルのキッチン。使いやすい形状に折られたペニンシュラタイプ。
           無垢の木との相性も抜群です
③、④1階には土間のそばにバスとトイレを配置。ただ仕切りは背の低いガラスブロックだけ。
           お一人様（またはふたり）仕様なんである
⑤階段の手すりは船舶のロープで。収納の取手にもコンビネーションされている

容量の大きな収納を設えたベッドスペースも完全独立
してはいないから、まるで南の島のリゾートホテルの
ような感覚で暮らす

取材・文◎ 藤原靖久　
撮　　影◎ 大越邦生　
取材協力◎ 株式会社 solasio

③ ④ ⑤

① ②

＜取材協力＞
株式会社 solasio
〒 251-0037　神奈川県藤沢市鵠沼海岸 5-11-24
TEL:0466-35-7770　FAX:0466-35-7774
http://www.solasio.co.jp/
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YOUは何しに[湘南]へ？

「仕事は湘南で探す」から「仕事を持って湘南へ」

海があればシアワセ！　かつて「湘南移住」はマリンスポーツが好き、自然があるところで暮らしたい人たちが主役でした。
しかしそれはけっして「楽な暮らし」ではなかったことも事実。遠距離通勤苦や、フリーランスには仕事に巡り合えなくなったりと、都市生活
に U ターンする人たちも後を絶たなかったのです。
そんなネガティブな現状をいとも簡単にクリアしている若者たちが今急増しています。ここ数年続く大災害からは、私たち日本人は家族の重要
性、人とひとのつながりを学びました。そしてネット社会の恩恵によってどこにいても仕事ができる環境も整いはじめたことで、「海のある暮
らし」は人生において宝だということを再確認しています。それを実現してくれる湘南に、ゴルールドラッシュはまだまだ続いているのです。

［湘南ゴールドラッシュ］

撮影＊山本倫子
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リモートワークを実践する

自分が過ごす環境の中では、新しい人材や若い世代の可能性に気
がつくことはそれほど多くはない。駅に集まる幾つかのストリー
ト、いつもある店。平和な茅ヶ崎の街にもわずかながら変化が見
えはじめている。新しい人たちの流入にはネット社会と暮らしへ

の意識改革が大きく貢献しているようです。

須田夫妻は昨年 2017 年の夏、目黒のマンションから茅ヶ崎に移
住した。大輔さん自身はいわゆるネット社会でコンサルタントとし
て活躍し株式会社「ダースー」を設立し生活を確立している。妻の
真紀さんも大手人材企業で重責を担う存在。この取材が行われた数
日前から東京勤務からリモートワークを選択できるセクションに変
わったばかり。
　大輔さんは大学時代から千葉県白子にある別荘で過ごすことも多
く、週末を海のそばで過ごして東京に戻る。その度に「都会に戻り
たくないなあ」と強い感情を持っていたことを思い出す。週末は海
の暮らし、それが身に染み込んでいた。
結婚して 5 年が経った頃。二人で過ごす時間は海へ行ったりキャン
プやスポーツ全般を楽しんでいた。「湘南に住もう」という思いは次
第に強くなり、鵠沼海岸を中心に探しはじめたが、結局茅ヶ崎のオ
シャレなテラスハウスにしばらく賃貸契約で住むことに。
　真紀さんは朝、駅までは自転車で走る。東京の会社まで、1 時間

茅ヶ崎
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の電車通勤は座ってモバイルで映画三昧。大輔さんも週の半分が東
京での打ち合わせ、半分は地元でリモートワークである。写真のサ
ザンビーチにある海沿いのシェアオフィス「カッシーノ」で仕事を
することもある。この日は妻の真紀さんも愛犬のブルーノを背中に
しょってやってきた。

「しばらく住んでみて、理想的な土地、理想的な家が見えてきました」
ピンポイントな通りで住みたい場所も決まったので、これからは土
地さがしとじっくり取り組むのだそう。「困っていること？　（しば
らく考えて）女子としては、美容院と病院は未だに都内なので、そ
れだけが問題です」と真紀さんは笑う。

「一度住んでみることですよね。本当に湘南生活が好きかどうかがわ
かります。だからバケーションレンタルを経験するのもいいですよ
ね。でもメリットの方が多いと思いますよ！」と大輔さん。
ネット社会は働き方を大きく変えた。どこででも仕事ができるから、
海好きな人々の湘南への流入が止まらない。

須田大輔、真紀さん

プロフィール＊須田大輔さん／ 1978 年生ま
れ。慶応大学を卒業後、大手広告代理店を経
てマイクロソフト、ミクシィなどの IT 企業に
在職。2012 年株式会社ダースーを設立。趣味
はサーフィン、スキー、スノーボード、キャ
ンプとアウトドアに幅広い。妻の真紀さんと
愛犬ブルーノと暮らす
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地元に戻って人とひとのハブになってみたい。

生まれ故郷の逗子・葉山、東京の大学、人材コンサル企業
を経て地元に戻る U ターンを果たした鈴木さん。都市での
暮らしや将来の約束された生活像が見えてくると、新しい
ことに挑戦したくなる。だがそれは、彼のなかでは逗子、
葉山でなければならなかったのである。そのエネルギーの

源は「強い地元愛」に他ならなかった。

まだ、31 歳ととても若々しい。
祖父の時代から一家は逗子に住んでいた。昭和の時代に交通の不便な葉山か
ら東京へ通うサラリーマンだった父を「尊敬しています」というほど鈴木さ
んご自身は電車嫌いでもある。
大学 2 年の頃から「人は何のために生きるのか、人間の真の幸せや成功とは
何か」を追求し、心理学・コーチング・成功哲学などの書籍やセミナーに自
己投資を始める。

「就職してからの自分の将来の生活が見えてき始めた。大手企業に入って家
を建ててどんな車を持って、それが見えてきたんです」。そこから「自分探
しの旅」が始まった。とはいえ卒業後は教育系コンサルティング会社に就職
する。数々の武勇伝を残して 2017 年独立。現在は地元逗子に戻って地元企
業を中心に組織の右腕として、人事コンサルティングや組織活性のサポート
を行なっている。

「とてつもなく地元愛がつよい人間」なのである。
「逗子・葉山の魅力は、自然豊かな海と山。そこに住む「人」の面白さ。そして、
その土地と人から生まれる独自のカルチャー。世界に羽ばたくような大きな
仕事をしている人が普通に逗子・葉山で生活している面白さ、そんな街であ
るといいなと思っています」
そして「そんな人と人を結びつけるハブになってみたいと思っているんです」
鈴木さんはオフィスを持たない働き方。逗子駅の近くでシェアオフィスを持
つフリーランスだ。時には海辺のカフェでコンサルティングすることもある。
鈴木さんにとって「移住のカタチ」とは？

「これは各自の問題ですが、まずスキルを身につけること。二つ目はとりあ
えずすべてを捨てて（湘南に）入ってみること。思いがけない人とめぐり合
うことがあります。つまりリスクをとることです」
湘南、ここにはさまざまな個性的な生き方が見られる。一斉に右を向いては
左を見る都会の生活とは距離を置く「面白さ」に溢れているから、とてつも
なく大きな数字に展開するチャンスとリスクがあるのだ。1 ＋ 1 はけっして
2 ではないようだ。

逗子市

鈴木一生さん

プロフィール＊鈴木一生さん／ 1986 年生ま
れ。葉山町堀内で育ち、その後逗子へ。神奈
川県立鎌倉高校、早稲田大学を卒業。大学在
学中の 20 歳から、「人は何のために生きる
のか」「人間の真の幸せや成功とは何か」を
追求し、心理学・コーチング・成功哲学など
の書籍やセミナーに自己投資を始める。ミッ
ションは、家族を愛すること、愛する逗子・
葉山に貢献すること、人の人生や組織のより
良い変化に携わり、世界の調和に寄与する
こと。趣味は、トライアスロン。幻冬舎が
刊行する GOETHE のトライアスロンチーム
GLT(GOETHE Loves Triathlon) に所属。
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本来の〈家族のカタチ〉を求めて

御用邸のある葉山町には、たおやかな時間が流れている。たし
かに交通の便は不自由だけれど、この町を愛する人たち、その
暮らしを追いかけるように移り住む人も後を絶たない。菅野さ
んご家族もその一例だ。今、次世代のファミリー層がこの町に

増え続けているように見える。

とても良い天候に恵まれた撮影日。
初夏の晴れ間は一年の中でもとても快適な時期だ。そんな午後、葉
山の町のあちこちから子供達の声が響き渡る。学校が終わって下校
の時間なんだろう。
御用邸のある葉山町は、海と山の自然に囲まれた素晴らしく美しい
街。だけどその環境と引き換えに交通の不便さはやるかたない。そ
んなちょっとマイナスな条件にもかかわらず、葉山町に移住する若
い世帯も実は意外と目にする。
こんなにたくさん子供達がいただろうか？
菅野さんご家族は昨年 8 月川崎のマンションから葉山へ移り住んだ。
ご主人は市民の安全を守ることを使命にした公務員。夜勤もある不
規則な勤務体制だが一方で自由さもあるお仕事だそう。葉山を選択
されたのは仕事場の先輩が逗子に移住してその素晴らしさを伝えて
もらったからだ。職場の先輩は一足先に逗子に移住、株式会社「キ
リガヤ」で建てた家で充実した日々を過ごしている、

葉山町

「木の香りと四季を感じられる、木の家に住みたかったんです。広い
リビングと庭があることも大切な条件でした」
下校してきた二人の男の子兄弟は、木の家が大好きなんだろう。ラ
ンドセルを放れば無垢のパイン材の床でゴロゴロ、まるで砂浜を転
がるような賑やかさだ。

「畳のコーナーもとても快適です。何より縁側でビールが飲めるのは
最高です」とご主人。
見渡せば、この家にはテレビがない。

「実家の福島よりも静かです」と奥様。
家族が自然溢れた環境の中で、木の家に住む。自然から得た食事を
とり、健康的な暮らしをする。家族の会話と笑いが絶えない。菅野
さんご家族が「湘南」に求めたものはそんな本来ある「家族のカタチ」
だったに違いない。
決して大きくはないけれど、ご家族の幸せが詰まった家が、今葉山
町に増えている。

菅野さんご家族
取材協力◎株式会社キリガヤ

取材・文＊藤原靖久
撮影＊山本倫子

取材協力＊株式会社キリガヤ
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湘南ビルダーズ CLUB は [ 湘南移住 ] や [ 新築 ] をご検討されるあなたに湘南で信頼できるワンランク上
の工務店、ホームビルダー、不動産会社をご紹介して充実した湘南ライフをお手伝いします。

「湘南ビルダーズ CLUB（以下 SBC）」は、湘南地域で家を建てたいけど、
工務店に直接電話で問い合わせしたり、モデルハウスに行ったりせ
ずにご自分のペースで家づくりを検討したい方へ、私たちスタッフ
がコンシェルジュ的なサポートをします。
 過剰な営業や過大な広告に惑わされることなく、本当に必要な家づ
くり情報が欲しい。土地探し、工法、デザイン、仕上げ材、メンテ
ナンス、価格…家づくりには様々な不安や悩みが伴います。
SBC スタッフによるセカンドオピニオンはあなたの目指す家づくり
を明確にして、どんな情報が不足しているのかを客観的に整理する
ことが可能です。
もちろん、ご紹介したビルダーが合わなければ無理に話を進める必
要はありません。あなたのはじめての家づくりのパートナーとして
SBC をご利用ください。

1   湘南ビルダーズ CLUB ってなに？

2   湘南ビルダーズ CLUB のご利用

湘南ビルダーズ CLUB

about SBC

What's SBC service?

3   SBC コンシェルジュカウンターHow to use　　　　　　　　　　　　　　　　
SBC 加盟工務店の特長や湘南土地情報を、東京、横浜 2 ヶ所のコン
シェルジュカウンターで、みなさまに発信しています。お近くのカ
ウンターをご利用ください。なお、コンシェルジュカウンターのご
利用は、お問い合わせフォームから完全予約制とさせていただいて
おります。みなさまのご相談内容にしっかりお応えできますよう、
事前に詳細をお伝えください。

緊張感のある都会暮らしもいいけれど、海も山もある自然環境の中
で子供を育てたい。オシャレで都会的でスピード感もある日々の暮
らし、週末は家族や仲間とゆったり過ごしたい。
そんなご家族のネクスト ステージ、湘南への憧れはふくらむばかり。
さあ、思う存分湘南ライフを満喫しましょう。
 湘南エリアには、逗子葉山、鎌倉から藤沢、さらに茅ヶ崎、平塚、
大磯とそれぞれに素晴らしい地域性があります。

「湘南の暮らし」それは単なる「田舎暮らし」ではありません。東京
から 1 時間程度の距離で得られる、適度なスピード感と洗練された
暮らしがあります。

文化教養を養うゆとりある自然環境、人びとのおおらかな遊び心、
そして資産価値の高い住まい。それらが絶妙に織りなす湘南暮らし
のスタイルはもっとも魅力的です。
わたしたち「湘南ビルダーズ CLUB」は、そんな湘南ならではの暮
らし方、楽しみ方を広くお伝えしたいと考え、長年にわたって湘南
ライフを提案してきたワンランク上の工務店、ホームビルダーが集

■ 横浜・本牧カウンター

【電車でお越しの方】
（京浜東北・根岸線）山手駅 より徒歩 15 分
（みなとみらい線）元町・中華街駅 より徒歩 16 分
【車でお越しの方】
当店前の道路は、午前 11 時から午後 3 時まで駐車可能な道路です（駐車
禁止解禁道路）。また近隣にコインパーキング多数ございます。

ジネンソース　3F
〒231-0842　横浜市中区上野町2-50
営業時間：10:00 ～ 17:00

結した、プレミアムブランドのクラブです。魅力ある湘南ビルダー
ズ CLUB の加盟工務店からの情報を、2 ヶ所のコンシェルジュカウ
ンター（打ち合わせスペース／東京恵比寿、横浜本牧）とこの web
サイト、さらに、フリーマガジン「バイザシー」からみなさまに発
信します。

ご要望通りの情報を迅速にご提供します

湘南ビルダーズ CLUB （SBC）

SBC 加盟工務店の特徴 ・建築事例のご紹介 ・ SBC 加盟工務店へのご紹介についてご対応可能です。

メール送信 資料送付 電話対応

response

SBC からその後の進捗を伺う電話等は一切いたしません。

お部屋の数、間取り、デザイン、予算、土地の有無など、
SBC加盟ビルダーにご相談ください

meeting

コンシェルジュデスクでの打ち合わせ

メールでやりとり

お電話でのご相談あなたあなた SBC 加盟ビルダーSBC 加盟ビルダー

※服薄の加盟ビルダーにご相談が加納です。

家づくりをSBCビルダーに依頼したい
flow

メール送信

基本プラン提出

概要見積作成

お申込み

ご成約 （金額 ・図解の確定）

着工 ・工事

完成 ・ お引渡し

お引越し ・ ご入居

ホームページ、 電話でのお問い合わせ。 工務

店別の資料のお渡しから、 工務店担当者のご

紹介など、 コンシェルジュがお手伝いします。

ホームページでじっくり工務店を選びたい

東京 ・恵比寿と横浜 ・本牧にコンシェルジュデ

スク （素敵な打ち合わせスペース）をご用意 （完

全予約制） しました。

コンシェルジュと逢って直接相談したい

ご家族やお仕事の都合で来場が難しい場合は
出張相談も承ります。

雑誌 『バイザシー』 の
豊富な情報 ・経験

中立な立場から的確な
アドバイスを

ご相談、 ご案内はすべ
て無料です

FREE

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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■ 創業から 130 年以上、地域密着で
　家づくりに携わってきました

■ 明治 15 年創業の材木屋がはじめた家づくり
■ 築 20 年を経た、経年変化を味わうモデルハウス

逗子・葉山・鎌倉は山に海にと自然を満喫できる素晴らしい土地です。
私たちはこの地域で創業から 130 年以上の歴史があります。立地に
よって大きく変わる風向きや湿度、その地域の特色を熟知し、地域
密着だからこそできるご提案をいたします。
お客様のご要望を丁寧にお伺いし、理想のお住いと環境を照らし合
わせて街並みと調和するプランニングをいたします。

キリガヤは、「桐ケ谷材木店」として明治 15 年に創業しました。材
木店を営んできた長い歴史の中で、木の良さを学んできました。こ
の木の良さを是非活かしてもらいたいという思い、「無垢の木を活か
した家づくりをしてほしい」と取引先の工務店に提案し続けてきま
した。
しかし、当時は「無垢の木は値段が高い」「加工が難しい」「反り・
狂いが起こるとクレームにつながる」など様々な理由から、受け入
れて貰うことができませんでした。
工業製品の合板にも優れたものはありますが、無垢の木の心地良さ
には勝てません。商品として合板を取り扱っていたからこそ、無垢
と合板の違いを感じていました。
無垢の良さを体現する家は自ら建てていくしかありませんでした。

「規格化された家ではなく、木の温かみを内側からも外側からも感じ
られる家づくりがしたい」材木屋である弊社はこうして、家づくり
に取組み始めました。

20 年前に建てた東逗子のモデルハウス ( 神奈川県逗子市沼間 1-6-
15) は、経年の変化を体感できるタイムマシンのような施設です。
ウッドサイディングの変化は？ウッドデッキの色味の変化は？そし
てライフスタイルの変化に合わせたリフォームの方法は？さまざま
な経年変化の実例を実際に見て、触れてご体感いただけます。是非
お越しください。
JR 東逗子駅より徒歩 2 分です。モデルハウス横に駐車場もございま
すので、お車でもお越しいただけます。

受注エリア 横浜・湘南エリア

取得免許

一般 建設業 建築工事業　神奈川県知事許可（般 -28）号 49423 号

一般 建設業 建具工事業　神奈川県知事許可（般 -28）号 49423 号

宅地建物取引業者免許神奈川県知事 (9) 第 9225 号（株式会社 芙蓉住建）

二級建築士事務所神奈川県知事登録第 8393 号

業務内容
住宅資材販売、新築注文住宅（住宅事業部）、リフォーム（住宅事業部　リフォー

ム課）、ガーデン（ガーデン事業部）、家具

施工本体価格

の目安（税込）
基本面積 30 坪　基本価格 2,000 万円　坪当単価 66 万円

キリガヤ

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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「ある時、雑誌 GA に掲載されていた、サンフランシスコの北にある
シーランチの外部に米杉を貼って経年変化した家の写真を見せても
らったのですが、なんと 120 年くらいの歴史があって何のメンテナ
ンスも無く、いい風合いを出している写真でした。それを見た時に
まさに湘南の家ってこれなんだろう、と思いました。

■ こんなことが得意です ■

バウムスタンフ

■ 米杉（レッドシダー）

米杉・北米スタイル

■ バウムスタンフはなぜ米杉の家を作るのか

光と風をテーマにした家づくりを基本に、通風、採光に配慮し、可
能な限り自然素材を使った家づくりを徹底しています。とくに外壁
材に板（米杉材）貼り、床に無垢材（チーク材など）、天井に板貼り

（米杉材）など。バウムスタンフで家づくりをされる方のほとんどは、
最初から最後まで一緒に家づくりに携わります。（設計士や施工会社
だけに任せないで家をつくりあげるということです。）お施主様、設
計士及び現場管理者がお互いに考え、意見を交わし、確認チェック
しながら一つの家を完成させていきます。そしてお互いに信頼関係
が生まれ、お家に対しての愛情も生まれてきます。わたしたちは、
それがとても大切なことだと思います。
木の香りとぬくもりと。わたしたちバウムスタンフは、湘南の開放
的な光と風を浴びながら、長い年月を重ねてきました。それはさな
がら、木の切り株に刻まれた年輪（＝ＢＡＵＭ：バウム）のように。

ヒノキ科ネズコ属の針葉樹で、北米太平洋岸北西部に多く見られる
樹木。英名は WESTERN REDCEDAR（ウエスタンレッドシダー）。
木質は軽量で加工が容易で腐りにくく防虫効果も高い特長がありま
す。耐久性も高いため、建築建具の材料としては多く用いられ、特
有の芳香があります。

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

受注エリア 横浜・湘南エリア

取得免許
【建築士事務所登録】神奈川県知事登録　第 17060 号
【建設業許可】神奈川県知事許可（般―28）第 54121 号
【不動産業の許可】神奈川県知事許可（4）第 23999 号

構法 ツーバイフォー

施工本体価格
の目安（税込）

基本面積 30 坪　基本価格 2,250 万円　坪当単価 75 万円～

メンテナンスのこともありますが、やっぱり家には木だよな、と思
わせる根本的な米杉（レッドシダー）の良さ、天井の柾目の美しさ
に惚れている方は多いです。家というのは帰ってきて一番落ち着い
てリラックスする場所ですから、自分が年を取るとともに経年変化
していく。味が出てくる。それを味わえるのが唯一米杉なんだろう
と思います。多くのお客さんが、家に帰るのが楽しくなった、とそ
うおっしゃいます。
自分で家を建ててみるとよくわかります。ワインみたいに、ようや
く 2 年ものになってきたのかとか、自分の家を眺めて楽しみにして
います。しかも愛着がわいている。
木については一生懸命説明をさせ
ていただきますが、その先はお客
様のセンスです。湘南地域はそん
なセンスをお持ちの方が、圧倒的
に多いと思います。私たちは高い
品質を維持しながら、企業努力の
末リーズナブルな価格であたらしい価値を作り出していきます。米
杉の家の良さ、そのコア（芯）となる部分はどんなに時代が新しくなっ
ても変わることはありません。」（代表取締役　鶴田幸夫）

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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■ サーファーズハウス

わたし達つるおか工務店は大工３代目、祖父からはじまりもうすぐ
１００年になります。在来工法はもちろん、ツーバイフォー工法
３５年輸入住宅３０年の経験があります。わたし自身もサラリーマ
ン監督、関東一円の団地作りの監督から、大手ハウスメーカーと一
緒に作っていた経験もあります。
ツーバイフォー工法（輸入住宅）エアサイクルの家（ツーバイフォー、
在来工法）を中心にお客様のご希望の家づくりのお手伝いをしてお
ります。つるおか工務店は、小さな工務店ですが、お客様に満足し
ていただけるよう、そして大手ハウスメーカーにも負けないよう日々
努力しております。
一生に一度の家づくりです。一緒にあーだーこーだとお話しながら
100 パーセント満足する家づくりをしませんか？（代表：鶴岡敏雄）

外壁や窓、玄関など特徴的な美しい外観デザイン。北米住宅の良さ
を日本の気候にマッチする形で実現します。楽しさや明るさが特徴
の開放的空間が生活にゆとりを育みます。家族を大切にするファミ
リーにおいて、長い年月を共に過ごす家だから、細部にもしっかり
した造作を大切にしています。
オークリッジのシングル葺きを標準にアルミ屋根などご予算とご要
望により施工できます。オークリッジは、軽量で住宅への負担が軽
減し、耐震性の向上にも貢献します。アルミルーフは、サビ知らず
の耐蝕アルミ合金製。潮風にも塩害にも強く、フッ素樹脂焼き付け
塗装でメンテナンス要らず。軽量で太陽光線の反射率が高く、本体
裏側の断熱層により断熱効果も抜群です。
アーリーアメリカンタイプの家と言えば、壁はラップササイディン
グです。窒素系の素材にアクリル系塗装を施した長い板状のサイディ
ングを重ねながら貼り合わせます。ラップの段差が美しく、特に陽
光の角度によって立体的な光と影の模様を織りなし、映画のワンシー
ンのような雰囲気を醸し出します。カラーも豊富で、ライフスタイ
ルやお好みに合わせてお選びいただけます。メンテナンスは、環境

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

受注エリア 横浜・湘南エリア・千葉

建築工事業許可 千葉県知事許可　（般 -17）第 34207 号

二級建築士免許 千葉県知事　第 7603 号

建築士事務所登録 千葉県知事登録　第 2-9902-2-37 号

取得免許

財団法人日本ツーバイフォー建築協会会員（自主工事検査員資格）
財団法人日本ツーバイフォー建築協会会員（耐火構造検査員資格）
住宅瑕疵担保責任保険団体検査員
枠組壁工法耐火建築物設計工事・工事管理者登録証

構法 ツーバイフォー

施工本体価格
の目安（税込）

基本面積 30 坪　基本価格 1,950 万円　坪当単価 65 万円

つるおか工務店

によって違いますが、おおむね 10 年～ 15 年で塗り替えが必要にな
ります。窓はペアガラスを基本としています。2 枚の Low-E（低反射）
ガラスの間にはアルゴンガスが充填されており、夏も冬も快適な室
内環境を作ります。冷暖房費を節減するだけでなく、室内の家具や
カーペットの日焼けや色落ちを少なくし、家具の色あせを進める光
の侵入を軽減します。ケースメイト（縦すべり出し窓）、オーニング（横
すべり出し窓）、ダブルハング（上げ下げ窓）などいろいろなタイプ
があります。使う場所やライフスタイルにより自由に選ぶことがで
きます。
床は、基本的にパインの無垢材を使用します。産地は北米・カナダ
など多岐にわたり、国産赤松の無垢材は最高級材になるほか、木目
の入り方や節が表面に出ているものなど、価格に大きな差がありま
す。天然材ですので、一つ一つ違いますし、材料のグレードやイメー
ジについては細かくご希望をお聞きします。

裸足で歩いた時、足の裏が常にさらっとして気持ち良いパイン材。
断熱性にも優れており、冬でも素足でいられます。天然無垢の木に
は調湿効果があり快適です。アレルギーやアトピーの方にもおすす
めします。時を重ね飴色の風合いがでてくる天然材を、大切に長く
お使いください。つるおか工務店では、お客様のご要望とご予算に
応じて様々なタイプの床材をご用意いたしております。 

サーファーズハウス

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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わたしたちは、自然の光、風の流れ、無垢の木や漆喰など味わいを
増す自然素材。周囲の景観や庭の緑……それらを活かすために、軒
の深い庇や引き戸など、伝統的な住まいの知恵と間取りの工夫、さ
らに弊社で 30 年以上の実績を重ねる外張り断熱エアサイクル工法
など新しい技術も取り入れ、気候風土に適した居心地のよい住まい
のづくりを行っています。

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

受注エリア 横浜・湘南エリア

取得免許
一級建築士事務所　神奈川県知事登録第 7730 号
神奈川県知事許可・建築工事（特－ 27）第 40326 号

事業内容 新築注文住宅、リフォーム

施工本体価格の目
安（税込）

基本面積 30 坪　平均価格 2,100 万円　坪当単価 70 万円

建築技術者を中心
とする専門家集団

一級建築士 / 9 名
一級建築施工管理技士 / 2 名
二級建築士 / 7 名
測量士 / 1 名
不動産コンサルティング技能者 / 1 名
宅地建物取引主任者 / 4 名
インテリアコーディネーター / 3 名
マンションリフォームマネージャー / 1 名
CASBEE 戸建評価員 / 3 名
シックハウス診断士補 / 1 名、うちエコ診断士 / 2 名

神奈川の木を使った「木組みの家」
■ 自然の恵みを活かすことが私たちの家造りの
基本です

■ 地域に根ざす工務店として、地域の環境を大
切に
神奈川にもたくさんの森があり、建築に使える木々が育っています。
住まいづくりに「地産地消」の考えを普及させるため、2000 年に「神
奈川の木で家をつくる会」を発足しました。柱・梁などの構造に神
奈川の木を使った「木組みの家」を基本にしています。木と漆喰の
白壁が織りなすシンプルな空間は、古くから私たち日本人が経験し
てきたもの。自然と心が和み、安らぎを与えてくれます。

■ 広がり間取り
広がり間取り」という設計スタイルを採用しています。この特徴は、
無駄な廊下などを極力なくし、それを居住スペースに充てることで、
限られた面積でも室内が広く感じられることです。また、部屋の入
り口や間仕切りに引き戸を使うことで風の流れを妨げません。空間
を隔てる壁が少ないため、家族の距離も近づきます。さらに、時と
ともに変化する生活スタイルにも柔軟に対応できることも大きなメ
リットです。

■ 景色と調和する佇まい
周囲の環境や風景との調和を大切にしています。建物と庭とのバラ
ンスを出発点に、街並にすっと溶け込む落ち着いた佇まいと、家か
ら眺める景色までデザインする。それが神奈川エコハウスの考える
景色の調和です。

■ 飽きのこないデザイン
暑さや寒さ、地震や風雨から住む人を守る、理にかなったかたちを
ベースに、構造がそのまま意匠となる素直で潔いデザイン。トラッ
ドでもモダンでもない、新しい和の趣を取り入れることで、何世代
にもわたって住み継ぐことができる家をつくります。

■ 味わいを増していく自然素材
日々、年月を重ね、味わいを増し、古びていく木の質感と、漆喰の
艶とが織りなす美しいコントラスト。住む人の営みに触れ続けるこ
とで厳選された自然素材の深まる味わいを存分にお楽しみください。

神奈川エコハウス

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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湘南には、ライフスタイルにこだわりを持つ人が多く住んでいると
いわれます。地元である湘南の気候や風土、土地の個性や特徴を知っ
た上で、構造や材質、デザインを考えたプランが大切です。家づく
りに大切なのはパートナーである工務店と『共につくる』ということ。

『地域の建築屋』です。

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

受注エリア 横浜・湘南エリア「詳細はご相談下さい」

一般建設業許可 神奈川県知事 許可 ( 般 -23) 第 77185 号

一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第 11553 号

業務内容 個人住宅などの新築設計及び建築工事の一式工事

施工本体価格の目
安（税込）

基本面積 30 坪　基本価格 1,950 万円　坪当単価 64.8 ～ 75.6 万円

参考例　MATERIAL

■ Y’s のコンセプト
デザイン・性能・コスト・質など、住まいをつくるには、いろいろ
な希望やこだわりが生まれます。しかし、＜すべて取り入れる＞＝
＜良い家＞とは限りません。そこに住むご家族のライフスタイルに
合った住まいにすることが、本当の家づくりです。

「1 から 100 を作るのではなく、0 から 1 をつくる」。
それが、Ｙ ’ ｓの提案する家づくりです。設計～工事～完成まで、
マンツーマンで打合わせをさせていただきます。
お客様のお手持ちの家具に合わせ現場で棚を造作したり、お客様の
こだわりにそったオリジナル製作を行うなど、お客様のオンリーワ
ンのために、共に「ものづくり」できることを楽しみにしています。

基本的に、プランニングや設計（申請料別途）は、無料にて行います。
少しでもローコストを目指すと共に、お客様のこだわりを『一緒に
つくりあげていく』というのがＹ ’ ｓのコンセプト。打合わせの回
数にも制限はなく、納得いくまでプラン作りのお付き合いをします。
建物に関しては、図面がない段階でのコスト算出は困難になります。
お客様とのプラン作成を行い、算出いたします。

■ Y’S が選ぶ素材
瀬戸漆喰は、『暮らしに、人に、』やさしい壁です。
石灰・砂・スサ・角又の自然素材に、広島産の牡蠣殻を加えた天然
素材 100％の漆喰です。この牡蠣殻から抽出された『カルシウムイ
オン水』は食品製造にも使用可能であり、ミネラルが豊富な成分と
して知られています。これを漆喰に加えることで驚異的な高強度・
高付着度・速硬性を実現。『エコロジーで安全』、カビ防止・殺菌効果・
通気性・蓄熱効果・空気清浄効果にも優れています。
人が家で過ごす上で最も触れているのは『床』。
価格や材質など、材種によって様々なものがあります。『杉』は日本
を代表する木材として、古くから親しまれてきました。密度が低い
ため断熱効果があり、非常に柔らかく、肌触りの良さが特徴です。
杉の香りは人をリラックスさせる安眠効果、マイナスイオン効果な
ど、化学的に証明された癒し効果があります。
木造住宅で一番怖いのは『内部 ( 壁内 ) 結露』。一度入れたら替えら
れない『断熱材』。壁内に湿気がたまるとカビや構造材の腐食の原因
となり、状態によってはシックハウス症候群を起こすことに繋がり
ます。長く健康に住むために、結露の防止はとても重要です。
羊毛は繊維が細く縮れているので、余分な湿度を溜め込まないこと
で内部結露防止に効果があります。高温多湿な時期は吸湿、乾燥し
湿度が低い時期には放湿し湿度を一定に保とうとする力があるので
す。その効果は半永久的に続くと言われています。
このように、化学物質で加工を行わない自然素材による『生きた資源』
を使用することで、『人にも環境にもやさしい家づくり』を目指すこ
とができます。

Y’S（呼称：ワイズ）

人にも自然にも優しい家づくり■ 工務店は地域の建築屋です。

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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■ 心、身体、住まい、住環境、自然環境…すべ
   ては私たちの暮らす世界を作り上げています

■ コンセプトはオールシーズン楽しめる家

■ 築 20 年を経た、経年変化を味わうモデルハウス

　わたしたちは「JINEN」という言葉を通して、心、身体、家族、住まい、
住環境、人間社会、そして地球環境、そのすべてが常にコミュニケー
ションで支えあい、豊かにしあう暮らしを提唱します。その基盤と
なっているのが、JINEN（自然＝じねん）という日本古来のフィロ
ソフィーです。

「自然」と書いて「じねん」と読む。日本に古くから伝わる考え方で
あり、手付かずの大自然も、近代技術の最先端も、私たちの生活に
関わるものはすべてがつながり、影響を与え合い、支え合って存在
しているのです。 心、身体、住まい、住環境、自然環境…すべては
何層にも重なり合った家のように存在し、私たちの暮らす世界を作
り上げています。

「自然（じねん）」の考え方との出会いから、JINEN Concept という
住まいと暮らしの新しいスタイルが生まれました。心、身体、住環境、
健やかな人間社会を形成する「家具」「住まい」を通じて、未来の子
供たちへ豊かな暮らしという財産を残すため、社会貢献を目指しま
す。

「家」はそこに住まう人々の顔であると同様にその地域の環境に多大
な影響を与える「ランドスケープ」としての機能もあります。様々
な文化の交じり合う今の日本風土の中において、「家」の果たす役割
ははてしなく、又、個人にとって重要な財産です。

庭と建物とインテリア
が全てバランスして初
めて心地よい「住まい」
と な り、 そ こ に は ア
ミューズメントが必要
です。季節ごとに心地
よい場所が変わっても
面白いじゃないか、を
テーマにオールシーズ
ン楽しめる家を提供い
たします。

受注エリア 横浜・湘南エリア

取得免許

一般 建設業 建築工事業

神奈川県知事許可（般 -27）第 76421 号

一級建築士事務所神奈川県知事登録第 17697 号

業務内容
建築物の計画・デザイン・設計並びに監理、リフォーム・コンバージョン・

リノベーション計画・デザイン・設計並びに監理

施工本体価格

の目安（税込）
基本面積 30 坪　基本価格 2590 万円　坪当単価 86 万円～

ジネンジャパン

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

[ 建築デザイナー 滝本学 ]
81 年渡米。オレゴン州ルイス＆クラーク
大学入学。その後ベイシスト大学建築デザ
イン科を終了し、同ポートランドシーラ・
アーキテクト社にてコンドミニアムの開発
に携わる。’89 年滝デザイン研究所株式会
社を設立

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

住まいはアミューズメント

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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私たちスターホームは、自然豊かな逗子・葉山・鎌倉エリアでご家
族と自然に優しい上質なライフスタイルを実現したいかたのために、
安心な家づくりと土地探しからアフターメンテナンスまでをトータ
ルにサポートする「逗子・葉山・鎌倉ライフのパートナー」です。
そんな幸せな家づくりを提供するために、『美しいデザイン』『快適
を生む自然素材』『命を守る強い構造体』の 3 つのポイントこだわり、
家族と自然に優しい住宅を提案しています。そして、お住まいを建
てて頂いたお客様にその後も “ 上質で幸せなライフスタイル ” を送っ
て頂きたいと考えています。

■ こんなことが得意です ■

土地探しから
お手伝い

建築家と相談
できる

健康的な木、
自然素材を
積極的に採用

外構、エクス
テリア相談も
できる

エコ、省エネ
を賢く利用

リノベーショ
ン、リフォー
ムの相談

インテリアコー
ディネートをお
願いできる

個性的なデザイ
ンに自信あり

受注エリア 横浜・湘南エリア

建設業許可 神奈川県知事第 11634 号

事業内容 神奈川県知事（特 -28）第 69793

事業内容 宅地建物取引業者　免許番号　神奈川県知事（3）第 24820 号

構法 ツーバイフォー工法

施工本体価格の目
安（税込）

注文住宅：基本面積 30 坪　基本価格 2,250 万円
坪当単価 75 万円～
定額制企画商品：28 坪 1,880 万円

業務内容
輸入住宅設計・工事請負　リフォームプラン・工事請負
一般住宅設計・工事請負　アパート事業　不動産仲介

■ 私たちは逗子・葉山・鎌倉ライフのパートナー

■ 家づくりでこだわる 3 つのポイント
1. 街の資産となる美しいデザイン、やはり建物はより美しいデザイ
ンであるべき。

「美しさ」の 2 つの側面、一つはデザインが優れていること。もう一
つは周辺環境と調和することによる美しさ。住まいとはそこに住ま
うご家族の資産という一面と、その家が周辺環境や街並みの一部と
考えれば、街の資産でもあります。

「個」をとても尊重するアメリカの文化。しかし、住宅、とくに外観
に関しては周辺環境から突出したデザインは許されません。「個」で
はなく「全体」の調和をとても大切にしているのです。
スターホームでは、そこに住まうご家族の「個性」を表現するデザ
イン、街並みのひとつとして「全体」と調和するデザイン。その２
つをバランスよく形にすることで、人の心に安らぎが得られること
をこれからも大切にしていきたいと考えています。
2. 家族を守る強い構造体、家は家族を守るシェルター
アメリカでは住宅の概念として「家は家族を守るシェルター」と考
えられています。スターホームが北米の輸入住宅を手がけながら学
んでいった中で、もっとも大切な要素が「構造体の強さ」。
アメリカでいえば「ハリケーン」、日本で言えば「地震」や「台風」
などの、天災や外敵から家族を守ること。そしてその強い構造体に
より永く住まうことができて安心・安全が確保されることが、本当
の住まいの強さと考えます。
もう一つ「構造的強さ」にとって大切な要素が ” 防火性能 ” です。
万が一火災が起こったときに、少しでも長く建物の構造が崩壊しな
いことは、「家族を守る」という意味ではとても重要な要素なのです。
スターホームが 2 × 4 工法にこだわる理由のひとつはこの防火性能
にあります。
2 × 4 工法は一般的な木造工法のなかで唯一 4 階建てが認められて
います。高層の建物が認可される要素は「構造的な強さ」と「防火

スターホーム

美しいデザイン、強い構造体、住む人と環境にやさしい

性能」。2 × 4 工法の高い防火性能が認められている証拠なのです。
 3. 住む人と環境とが調和する快適な住まい
私たちは、快適な住まいであり、環境と共生できることを大切にし
ています。北米の住宅建築に触れることで知った、住む人の快適性
や機能性を損なうことなく、環境と調和する住まい。アメリカやヨー
ロッパでは、こういった考え方や取り組みがとても積極的に行われ
ているのです。 
• 高い断熱性能によって冷暖房設備に頼ることなく無駄にエネルギー
を消費しないこと
•2 × 4 工法の強い構造により、住宅のライフサイクルを伸ばすこと
で、無駄な資源の消費をなくすこと
• プラスチックや合板を使わずに天然素材で仕上げることで、住む
人が快適に過ごしその住宅が廃棄されるときにも自然にもどること
など。
• そして 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災。
地震や津波という自然災害とあわせ、原発事故という後戻りできな
い事故を経験したことで、環境に配慮した家づくりとあわせて、住
宅にかかわるエネルギー資源についてさらに積極的に取り組むこと
にしました。
スターホームでは、代表的な太陽光発電や太陽熱温水器、風力発電
などとあわせて、薪やペレットなどの木質資源の利用を積極的に進
めているのです。

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　　検　索
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コーヒーはお好きですか？
と、 聞 か れ て、「 は い！」
と答える人たち。
しかし！「コーヒー好き」
にはたくさんの種類があり
ます！
例えばミルクたっぷりのラ
テが好き、例えば大手の
コーヒーショップのフレー
バーがついてクリームが
たっぷりのっているのが好き、例えばブラックコーヒーが好
き、などなど。
そして、そこに！  「酸味が好き」「苦味が好き」
もう、一口に「コーヒーが好き」といっても好みはそれぞれ
コーヒー屋さんはいつも賑わっています。

そんな中で、藤
沢市で増えてき
たコーヒーロー
スター。
これは、生豆を
焙煎をお店でし
ている店舗のこ
と。 こ の コ ー
ヒーロースター
のあるお店の前

を通ると、豆を焙煎しているいい匂いがします。
藤沢駅南口から少し歩いたところにある「Soundwave Coffee 
Roasters」お店の方のこだわりのコーヒーが楽しめます。
お豆を洗う方法をとっている、丁寧にコーヒーに向き合って
いるお店です。びっくりしたのは、すべてオーダーする前に
試飲ができること！コーヒー好きの方にも、コーヒー苦手な
方にも喜ばれるシステムだなぁ！
そして、絶対的に自信があるんだなぁ！と感動しました！
次のお休みはコーヒーロースターに行き、お気に入りのお豆
を見つける日にしてはいかがでしょうか？

Soundwave Coffee Roasters　TEL：0466-90-4030
住所：神奈川県藤沢市南藤沢９- ２ 山下ビル１０１

ここ最近の鎌倉事情について聞かれると、鎌倉の通りについ
て話をしたくなります。多くの都市と同様、まちは変化を繰
り返します。その変化の中で地元の遊び心的な感覚が、ファッ
ションとして文化的に見えるのが、鎌倉の秘めたる魅力なの
ではないでしょうか。
ニューヨークでは SOHO からはじまり、チェルシー、トライ
ベッカ、ハーレムと高騰する人気エリアから追い出されるよ
うに、若いアーティストたちが次なるエリアを開拓してきま
した。渋谷でもキャットストリートや代官山にアパレル店舗
が増えたように。
鎌倉では観光地として有名な小町通りではなく、線路の反対
側にある「今小路」に注目したいと思います。蔵を改装した
設計事務所があり、はちみつ屋さん、そして現在は店を移し
ているがコンフィチュールを扱う店舗がこの通りに人を連れ
てきた鍵となりました。
今小路が発展を遂げると、次なる通りは「由比ガ浜大通り」。
長谷観音から六地
蔵あたりに位置し、
江ノ電と並行する
この通りは古くか
ら名店が並び、現
在はカレー激戦区
の様相を呈してい
ます。この由比ガ
浜大通りから、地元の人に向けた店舗づくりが、鎌倉の魅せ
方のトレンドになってきました。地元の人が通う店という雰
囲気が気取らない内装にもあらわれはじめ、この地元感はよ
り研ぎ澄まされて、由比ガ浜大通りから「大町通り（大町大路）」
へ展開しています。
そんな中、私が注目しているのは道の名前を知らない、材木
座一丁目あたりを南北に位置する臨海学園バス停、上河原バ
ス停を通る道です。この通りの特徴は上記の「由比ガ浜大通
り」に火が着く前からすでに、地元の人たちによってゆっくり、
じっくりと温められてきている点が独特です。
この地元発進の魅力にカッコ良さを感じている人たちが集ま
りはじめていて、心地よい円熟さが漂っています。今後もこ
の通りに目が離せないが、その前に通りの名を知りたいので
す。

最近、葉山にはユニークな宿が増えています。
都心から車をちょっと飛ばして約 1 時間。東京近郊から、葉
山は十分な日帰り圏内。しかも江の島や鎌倉に比べたら、不

便 だ し、 観 光 ス
ポットやおしゃれ
なお店が立ち並ぶ
通りがあるわけで
も な し。 だ か ら、
きっと、日帰りで
十分 ･･･ と、思っ
たら大間違い。
これからの季節は

特に、晴れた日の夕方には息を飲むような夕焼けが広がるし、
澄んだ夜空を星が埋め尽くす。明け方の空気には、少し湿気
を帯びた落ち葉と土の甘い匂いが含まれていて、散歩がてら
浜へ出てみれば驚くほど透明な海がある。
日中には、アクティ
ブ な 方 は SUP や カ
ヤ ッ ク で 透 明 な 海
を浮かぶ体験を。の
んびり過ごしたい方
は温かなコーヒーを
持って、サクサクと
落ち葉を踏みしめて
絶景をのぞむトレイルを散歩するのも良い。
そう！　日帰りでは過ごすことができない贅沢な時間が、ゆっ
たりと過ごす葉山にはあるのです。そんな滞在にお勧めなの
が、さえぎるものなく真名瀬漁港から富士山や江の島をのぞ
む「港の灯り (https://minatonoakari.com/)」。古くは漁師小
屋として使用されてきた古民家を丁寧に改装して、どこか懐
かしい雰囲気と、和朝食が人気の宿。
一方では、葉山近郊で獲れる野菜や魚介類はもちろん、葉山
ローカルが愛してやまないデリや焼きたてのパン、ワインを
買い込み、キッチンで簡単なお料理を楽しみつつ滞在ができ
るヴィラ「The Canvas Hayama Park(https://thecanvashotel.
jp/)」。
スタイルに合わせて、贅沢な葉山時間をすごす宿をチョイス
してみましょう。

最近、茅ヶ崎で人気の飲食店といえばここ。茅ヶ崎の海近（う
みちか）人気エリア、東海岸南六丁目（一中通り沿い）にある「い
ただきます食堂」。
この店の「ラクサ」が人気・・・って、そもそも「ラクサ」っ
てなに？ラクサとは。マレー
シア、シンガポール、インド
ネシアあたりで食べられてい
るスープ麺のこと。スープ麺？
ラーメンとは違うの？
ココナッツミルクと海老の出
汁が混ざったスープなので、
ラーメンな感じではないです。
ちなみに「いただきます食堂」
の ラ ク サ は マ レ ー シ ア の マ
ラッカという地域の味なんだ

とか。
私たち日本人にとっ
て、あまり馴染みの
ないラクサ。白っぽ
いスープを恐る恐る
飲んでみると。これ
が・・・ 実 に 旨 い。
初めて出会う味に、

ハマる人続出。
行列ができる日も多く、とくに土日は並ぶのを覚悟して行っ
たほうがいいかもしれません。
メニューはラクサのみ（発幸ラクサ 1,100 円）。セットで頼む
と、これまた初めて出会う味わいの「ハス茶」、麺を食べ終わっ
たあとのスープにぶっこむ「追い飯」、さらに自家製デザート
のアイスが付いてきます。追い飯は自分でよそるセルフサー
ビスなので、食べすぎに注意。
満腹感と幸福感と眠気に襲われる「いただきます食堂」の発
幸ラクサ。
あえて発酵ではなく、発幸とメニューに書いてあるのも十分
納得の味です。

いただきます食堂　TEL：080-4435-1906
茅ヶ崎市東海岸南 6-3-26 東海岸南シーサイドビル 202

リポート◎小松 啓さんリポート◎宇式 菜穂子さん リポート◎てらしま まゆみ リポート◎佐藤 麻子さん

鎌　倉逗子・葉山 藤　沢 茅ヶ崎

湘南 UP DATE®
今回からスタートする「湘南 UP DATE」。湘南各エリアの
ホットな出来事やニュースを各地のリポーターがお届けします。

■プロフィール■
鎌倉・湘南エリアを独自の視点で
不動産を発掘、提案する「鎌倉Ｒ
不動産」代表取締役
https://www.realkamakuraestate.jp

■プロフィール■
葉山のフィッシュ＆チップス専門
店・The Gazebo 共同オーナー。
旅と美味しい物が好き。

■プロフィール■
「PC を持たない web ライター」

フ ー ド ラ イ タ ー、 ス ピ ー チ ラ イ
ター、コラム、他
スマホ片手に様々な文章を書いて
います。

■プロフィール■
茅ヶ崎ブロガー、プロモーター /
コピーライター。詳細はコチラ
http://ouchigohan.club/



32 33

パソコンに向かい、集中して作業をしているときにふと顔を上げて窓
の外を見ると目に飛び込んでくるのは気持ち良さそうに空を舞うトン
ビ。ビーチを見れば波乗りを楽しむサーファーたち。休日にオフィス
を有効活用して【海の近くで過ごす心地良い時間】を多くの方でシェ
アすることで、暮らし方や働き方について、思い巡らしたり、身近な
誰かと話してみたり。そんなきっかけ作りにも是非。

都心から 1 時間余り、湘南でも指折りの美しい海を望む葉山御用邸近
くのヴィラ「The Canvas Hayama Park」。3 棟のヴィラとそれらを繋
ぐデッキ、小屋からなる当施設は周囲の自然に溶け込むように設計さ
れ、室内のデザインは各棟で異なり、うち 1 棟は愛犬とのステイも可
能。キッチンも完備しているので暮らすように滞在できるのが魅力で
す。1 棟 1 泊 3.5 万円から、最大宿泊人数 1 棟 5 名。

仕様を限定する事で価格を抑えたキッチン「ベーシックタイプ」が好
評です。面材は本物の無垢材を使用するので、システムキッチンの
木質系素材の質感に満足できない方にも多く選ばれています。その他
キッチン収納も、セミオーダーが可能な置き型を多数ラインアップし
ているので、マンションなどのコンパクトなスペースにも本物の木の
キッチン、収納をトータルでコーディネートすることが可能です。

ネイティブキャラバンは茅ヶ崎を拠点に キャンピングカーレンタル事
業を展開しています。 アウトドア初心者にもキャンピングカーはオス
スメ。 晴れた日の海岸沿いや紅葉彩る山道のドライブを キャンピン
グカーでゆっくりと家族と楽しむ。 週末の時間を子どもやペットと一
緒に行き先も決めずに楽しむ。 疲れたら全国の RV パークや道の駅で
休む。 誰にも邪魔されない “ 自由気ままな旅 “ を体験しませんか？

オフィスを「カッシーノ」！
週末は海の目の前のオフィスをシェアしてみる。
一日単位で利用できるプランです。

海まで徒歩 1 分、1 日 3 組だけ。
全棟ヴィラタイプの「The Canvas Hayama Park」
で葉山に暮らすような滞在を

削り出しの木製取手や框組みを取り入れることで
優美な表情が生まれる
家具蔵の「キッチンベーシックタイプ」。

『バイザシー free』 2019　Vol.01 
湘南・茅ヶ崎発！キャンピングカーで素敵な旅へ♪ 
BBQ セットからドローンまで様々なオプションを
ご用意！ 手ぶら・ペットＯＫ！

®

IN CURRENT

次号 VOL.2 は 2019 年 2 月初旬の
発売を予定しております。

お楽しみに！

info.

カッシーノ

【住所】神奈川県茅ケ崎市中海岸 4 丁目 12986 番 52

【利用時間】AM9:00 ～ PM9:00 利用料金：60,000 円（1 日あたり）

【問合せ】https://kasshinno.space/

[ バイザシー ] は弊社の登録商標です。
商願 2015-037529

info.

The Canvas Hayama Park

【住所】神奈川県三浦郡葉山町下山口 1969

【URL】https://thecanvashotel.jp

info.

株式会社家具蔵　表参道本店

【住所】東京都港区南青山 5-9-5

【電話】 03-3797-1700

【URL】http://www.kagura.co.jp/

info.

ネイティブキャラバン合同会社

【住所】神奈川県茅ヶ崎市若松町 8-17

【電話】 070-4330-6324

【URL】https://native-caravan.com/
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本誌を設置していただける
ショップ、施設の皆様へ

東京、横浜、湘南エリアで本誌を設置して
いただけるショップ、施設の皆様は下記ま
でご連絡ください。詳細をお知らせいたし
ます。お待ちしております。

▼お電話▼
 045-232-4370 

▼ FAX ▼
045-232-4371 

▼メール▼
contact@bythesea.jp

Follow us on Facebook
www.facebook.com/bythesea.jp

Visit us on the web at
http://www.bythesea.jp

Free

DVDまたはメールで納品いたします。
上記はデータコンタクトシートです

＊納品は撮影後1週間以内にメディアでお送りいたします。上記の納品例は
　コンタクトシートです
＊表示価格に別途消費税を頂戴いたします
＊上記撮影料金に加えて一律交通費5,000円をいただきます。
　横浜市を中心として片道40キロを超える地域での撮影は、
　交通費別途ご相談させていただきます
＊戸建住宅では3LDKを基本として約2時間での撮影、それ以上の規模の
　撮影は別途ご相談させていただきます
＊天候不順による撮影の延期、再撮影は別途料金を頂きます
＊マンションやRCの撮影も承ります。別途ご相談ください

　　撮　影　料　金

1住宅　￥45,000
納品点数　約 30カット
撮影時間　約 2時間

Point.01 

Point.02

Point.03 

住宅専門誌として積み重ねてきた経験と実績

高品質写真を約30カット撮影

1住戸約1時間のスピード感

ハウスフォトサービス

www.bythesea.jp　【お電話】 045-232-4370
HPお問い合わせフォームからどうぞ

雑誌バイザシー 編集部



34 35
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英国インテリアデザイン協会（BIID）
の前会長を務めたスージーは、トップ
デザイナーとして本国ではメディアや
セミナー講師としても引っ張りだこ。
チェルシーでデザインオフィスを 25
年にわたり営み、世界中のプロジェク
トをこなす、スーパーウーマンである。彼女の仕事は幅広く、歴史への理
解を要求されるロンドン中心部の高級住宅の修復から、商業施設において
はブランディングも含む大規模マンション開発のデザインディレクターや
下町のレストランに至るまで、建築チームを率いて、常に 10 以上のプロジェ
クトを全世界で同時進行させている。大の日本贔屓でもあり、２０１６年
11 月には BIID ミッションメンバーとして来日し、それ以降日本でのプロ
ジェクトにも参画してきたが、今回の逗子においては、日本とブリティッ
シュコロニアルを融合させたデザインで、新たな境地を拓いた。

スージー・　　　
　ランボルド

2
アートやアンティークを含め、完全スケルトンの段階から空間を構成し建築デザ
インしたもの。インテリアやアートから逆算して建築を構成することで、美しい
プロポーションが実現されます。

今回ご紹介した通り、英国インテリアデザイン協会メンバーのタイトルを持つトップデザイナーに、日本に居ながらにしてデザインを依頼することができます。完
成形のクオリティーの差は歴然です。住宅・ホテルなどの商業施設、新築改築を問わず圧倒的な満足度と資産価値を高める、唯一無二のデザインが手に入ります。
経験豊富なデザインプロデューサーが、日英双方でプロジェクトをガイダンスします。デザインヘのステップと料金は明快。まずはご相談ください。

一般社団法人 英国インテリアデザインビジネス協会　 The Business  Associates of British Interior Design (BABID)
〒 107-0051 東京都港区元赤坂 1-1-8 赤坂コミュニティビル 9F　http://www.babid.org/    https://www.houzz.jp/pro/babid-interior

■お問い合わせ、ご相談はお電話またはメールでお気軽にどうぞ。　TEL:03-6804-6501  e-mail:info@babid.org [ 定休：土日祝 ]

Daniel Hopwood Stephen Ryan
開放的な吹き抜けのリビングダイニングは、大胆ながらも落ち着いたカラースキー
ムに。パーティーを頻繁に行なうクライアントのライフスタイルに合わせて、唯
一無二のデザインを創り上げました。

歴史建造物に指定されたロンドンのブティックハウスをフルリノベーション。中
二階をもうけ 5m もの天井高を実現しました。建物の歴史を残しつつ革新的なデ
ザインです。

実用性と美しさの両方を兼ね備えたモダニズム建築。天然石・上質なファブリック・
木など異なる質感のレイヤーで広大な自然を表現しました。

Susie Rumbold Gregory Phillips3 4

世界的トップデザイナーがプロデュース
リゾートと日常が一体化した逗子マリーナの暮らし

英国インテリアデザイン協会（BIID) はロンドンに本拠を置き、英国を正式に代表するインテリアデザインイン協会です。 BIID に所属する
デザイナーは約 2000 名。入会には厳しい審査をもち、最上位 300 名ほどの正会員の多くは、世界をまたにかけて活躍しています。
BABID では、BIID デザイナーとの完全協力体制で世界クラスのインテリアデザインをご提供する事が可能です。

湘南ブリティッシュコロニアル

ロンドンを拠点に活躍するインテリアデザイナー、スージー・ランボルド氏がデザインコンセプトを担当したリゾートマ
ンションリフォームが、いよいよ逗子マリーナに完成しました。最上階から見渡せるマリーナの全貌と江ノ島越しに見る
富士山は湘南随一のロケーション。今回のキーワードは「ブリティッシュコロニアル」。大英帝国時代のイギリス人が地
域の文化を融合して創り上げた建築・インテリアスタイルと、日本の文化、色彩を融合させた作品をご紹介しましょう。

BABID のデザインプロデュースシステムで世界的インテリアデザイナーを日本でコミッション

　地中海をイメージさせる湘南の海とヤシの木がふんだんに植えら
れ、1980 年代後半のバブル経済の波に乗ってしばしばドラマや映
画、CM などの撮影も行われてきた逗子マリーナ。近年ではさらに
レストランやウエディング会場なども展開され、湘南の周辺住民に
とっても日常的で身近なリゾートとなっています。
　そんな逗子マリーナを所有するのは、東京に拠点を持つ方が中心。
都心からわずか 1 時間の距離にある別荘でゲストや友人をもてなす
ライフスタイルが一般的になっています。
　さて、このマンションリノベーションのデザインコンセプトを担
当したのは英国を拠点に活躍するスージー・ランボルドさん。施主
とのコミュニケーションの中から、趣味嗜好を感じ取り、立地や環
境を加味してデザインイメージを創造していきます。

　リノベーションの空間構成はもとより、照明器具や家具、調度品
に至るまですべてを包括したデザインを行います。こうしたプロセ
スの積み上げでデザイナーと施主との信頼関係も構築されていき、
施主はデザイナーを信頼し、完成した空間を慈しむことができるの
です。
　日本でも逗子マリーナのようにリゾートと日常が一体化した暮ら
しや、二拠点三拠点の暮らし方がすでに一般的になりつつあります。
　今回の逗子マリーナのブリティッシュコロニアルをキーワードと
したリノベーションに見るように、海外で活躍するインテリアデザ
イナーを採用することで想像を超えたデザインを手にすることがで
きます。そして海外に見られるような住むほどに資産価値が高まる
豊かなライフスタイルを手に入れることができるのです。

デザイナー紹介

■ BABID 協力デザイナー施工実例





自然と調和した住宅を起点に、家族との
温かい時間を大切に生きる。

そんな湘南ビルダーズクラブの考えるラ
イフスタイルをより多くの方々に提案す
るべく、第１回セミナーを開催します。

一般社団法人 木質ペレット推進協議会
神奈川支部長の星広信氏を講師として迎
え、森林環境を改善しながら効率よく利
用する「ペレット」燃料を使用したストー
ブについて、使う人の生活目線でお話し
いただきます。

11/24(Sat.)

会場・主催：ジネンソース本牧
〒231-0842 神奈川県横浜市中区 2-５０
tel. 045-323-9548
・みなとみらい線　元町・中華街より徒歩 16分
・JR根岸線山手駅より徒歩 15分

14：00
↓

19：00

- TIME TABLE -
14：00　ペレットストーブセミナー　
 presenter 星 広信
　　　「火のある生活であなたの人生に
 変化が起こる５つの理由」
　　　「家族と未来をつなぐ木質ペレット燃料」

16：00　ジャズミュージシャンによる
 ライブ演奏
17：00　カクテルアワー& 交流会　

＊ペレットを燃料とした窯を使ったピザと
Tap Marche の 4種のクラフトビールをご用意。
（ お食事、お飲み物は別途料金 ）

第 1回　湘南ビルダーズ　
ライフスタイルセミナー

お申し込みはこちらの
QRコードから。

（ ジネンソース宛て
メール画面が開きます。）JINEN SOURCE

HONMOKU

事前申し込み制

  ペレットストーブで実現する
   あったかくてスタイリッシュな生き方
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