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[ 海そば移住 ] を計画する前に

『千葉県は台風による大災害』

A1. 経済的基盤をしっかりと計画する

文＝堀内尚子

都会での生活に疲れたり子育てを重視したいという気持ちが、移住のきっかけになっても、少し立
し立
ち止まって考えてみましょう。経済的な基盤、仕事への影響は大丈夫ですか？
最近では働き方改革が叫ばれていることやリモートワーク、テレワーク、フレックスタイム出勤など、
ど、
労働環境が変わっていることも事実です。会社の制度や通勤を工夫してみると、新たな発見もあり
あり
そうです。働き盛りの３０〜４０歳代の人たちの [ 海そば生活 ] を実践している方は確実に増えて
えて
います。プラスマイナスの様々な体験談を聞いてみるのもいいですね。
A2. 自然環境と親密になることを「覚悟」する
[ 海そば生活 ] には、いいことも嫌なことを含めても自然がいっぱいです。塩害、強烈な風雨、虫、湿気との戦いなどマイナス
面がたくさんあっても、綺麗な夕日、快晴の海、美味しい食べ物などそれを超える自然環境の素晴らしさがあります。都会の生
活になかった感動や驚きをある程度「覚悟」することも大切です。

A3. 土地を買う、家を借りる、建てるには、地元をよく知る業者さんに頼ってみる
移住となると [住まい] の課題があります。家を借りことは簡単ですが、
所有することは資産形成にも関わるので慎重になります。
移住のポイントは、どんな家をたてるかよりもどこに建てるか（土地）を重視しましょう。
そしてその場所がどんな自然環境でどんな生活ができるかを地元の業者さんの意見に耳を傾けてみましょう。

つからず、見つかっても驚くほどの費用

異常気象についての話題が尽きなかった

を出されたり、忙しくて着手するのに２ヶ

2019 年。とくに夏は台風の災害が酷かった。

月待ちなど、タイムリミットを大幅に超

私が住んでいる千葉県の海沿いでは、台

A4. 工務店や建築家も地元の気候風土を熟知してプランに反映できる方にお願いする
家を建てるには環境というキーワードがとても重要です。寒い北の地域と南の海の町では環境が全く異なります。雪の多い町で
ます
す 雪の多 町で
は雪対策と寒さを考慮しますが、海のそばの生活では塩害や湿気、風や採光のことなどに対策が必要になります。素材も北と南

えてのスタートとなってしまいましたが、

風 15 号、19 号と爆風による家屋破壊、大

これも何かの教え、焦らず、時の流れに

雨による浸水被害、と悲しいニュースが後

身を任せたいと思います。

をたちませんでした。

設計デザイナーのイッチーさんから届いた

我が家の屋根の一部も強い風の影響で、

で大きく変わるはずですね。都会でどんなにすばらしい建築物をつくれても、自然環境が豊かな地域での家づくりは通用しませ

飛んでしまいました。我が家に職人さんが

ん。その地域で長年家づくりをされている工務店や建築家は、地域の特性をよくご存知です。

修理にやってきたときは、もっとひどい被

小さな模型に心躍らせ、完成の時を楽し
みにしたいですね。
まだ昼間の太陽に力は強いものの、朝

害を残した 20 号の通過直前でした。今回

夜は寒いという言葉がぴったりの温度と

の台風や豪雨で停電に断水に苦しんだ友

A5. 住みやすさや環境への配慮を考慮して、できるだけ自然な素材を選ぶ
自然環境が豊かな地域では、プラスティックや化学製品を排除して、できるだけ自然な素材を選びましょう。木や土、石、自然
にある金属などいつかは自然に帰る素材を選ぶことです。ご家族のからだへの影響や地域の環境問題がとても大切です。
A6. 郷に入っては郷に従う
[ 海そば移住 ] に限らず地元の方々との共存はとても大切です。地域特有のルールや付き合い方を無視するわけにはいきません。
ご近所との関係性が薄い都市生活を忘れ、たくさんの方とのコミュニケーションを作って助け合う気持ちが大切です。特に自然
災害も多い地域では地元に溶け込むことが最善の防衛策といえるでしょう。

家の人たちは断水停電、でもこっち側は大

いつもなら、
実りの秋、
市場や地元野菜コー

丈夫とあまりにもその差が激しく、田舎の

ナーにはたくさんの季節の野菜が並んでい

ライフラインの脆さをわからされました。

るのですが、残念なことに、不作です。お

さらにはスーパーに人が殺到して、本当

野菜への影響はタイムラグでやってきます

に必要としている人たちには物資が行き渡

からね。残念ですが、それでも朝どれ野

らず、品物不足にも苦しんでいた人もたく

菜が食べられるということには感謝です。

さんいました。ガススタンドの車の列と言っ

今回の災害を自分自身が目の当たりにし

たら異常でした。噂が噂を呼んで人が殺到

て、行政の迅速な対応力を問う場面ばか

し、あちらこちらで争いが起こっていまし

りですが、とにかく、1 日も早い復旧復興

た。本当にみんなピリピリしていて、自分

を祈るばかりです。

を見失っている人がたくさんいました。
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なってきました。でもこんな時は本当に

人も少なくはなかったのです。２０m 先の

そんな中、4 月完成予定だった我が家

あれから１ヶ月以上が経っているもの

のマイホーム計画ももちろん滞っており

の、被害が大きすぎたのと、職人さん不足

ます。職人さんが不足しているわけです

でいまだブルーシートだらけの現状です。

から仕方がありません。解体屋さんが見

朝焼けや夕焼けが美しい。空気が乾燥し
ているから澄んでいて、1 日の景色の変
化が本当芸術的。
まもなくやってくる長い寒い冬の準備が
我が家でも始まります。

ほりうちなおこ
◎ 1978 年東京都出身。小中学
時 代をベルギ ー、フラーンな
どで活躍。サーフィン、スケー
ト、スノボ ー、SUP の 4S をこ
よなく愛する。声の仕事やライ
フスタイルの情報は Instagram/
Facebook: 堀内尚子でチェック！
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海そば、湘南生活の土地探し、工務店、建築家選び、リノベーション、お仕事ほか [ 湘南移住 ] の不安やお悩みは、経験豊かな移住アドバイザーに無料でご相談！

湘南・房総・横浜ビルダーズクラブ主催
湘
湘南
南・房
・房総
房総・横
・横浜ビルダ
横浜ビルダーズクラブ主催
ズクラブ主催

「海そば移住」無料相談会

『 専 属 工 務 店 』

受付中です。

文＝玉造清之

ここ湘南エリアでもそうですが、近年は

1.
2.
3.
4.
5.
6.

湘南に多数ある工務店の雰囲気や信頼度、担当者の人柄など各社の特徴を熟知したアドバイザーが最適な会社をご紹介します。
中立的な立場から、注文住宅をはじめ、リノベーション、建築家との家づくりの進め方や注意点などをアドバイスいたします。
工務店、建築家との初期段階の打ち合わせはスケジュール調整をいたします。面談後のご判断も代行します。
注文住宅だけでなく、建売住宅やマンションの購入、リノベーションなどの相談も可能です。
住まいの窓口は全てのサービスが無料です。理想のハウスメーカーや工務店に出会えるまで、あなたに寄り添ってサポートさせていただきます。
お引越し後、施工事例が特集とマッチする場合は、ご家族のご了承をいただき記事として掲載せていただくことがあります。
＊あらかじめ掲載を確定することはできません。

プロが見てもしっかりとした施工をして

な工務店はどうしても既存の施主さんから

全国的に想像をはるかに超えた災害がおき

いても被害にあったり、いい加減な施工を

対応していくことになると思います。しか

ています。建築会社としてもこの災害にど

していても被害に遭わなかったりとさまざ

も一時的に材料や職人が不足するので、初

う対処していくか日々考えていかなければ

まです。運と言ってしまえばそれまでです

めてのお客さんの対応が難しくなります。

いけません。

が、少しでも今までの建築の常識を超えた

ここで重要なのは、普段からいい加減な仕

それは日本の過去の災害からの建築の
歴史で、ここまでやれば安心、という施工

施工をしていくことが今後の建築会社のや

事をしている業者はここぞとばかりに営業活

るべきことだと思います。

動をがんばることでしょう。本来なら既存の
お客さんの対応で忙しいはずなのに…。

がこの異常気象では通じなくなっていると

そして基本的には家を建てた工務店が

感じるからです。たとえば屋根の板金な

その家に一番詳しいので、維持管理のア

どは今までの施工方法でしっかりと行われ

ドバイスや手助けをしていくことが望まし

は、災害のない時にこそ、自分の家を守る

ていても、大きな台風では飛んでしまって

いと思います。私の会社でも台風後は家

『専属工務店』を見つけておくことを強く

いることがありました。また窓ガラス等は

の作り方や風向き等を考えて被害のありそ

お勧めします。そうすることでいざ災害に

サッシメーカーが想定している耐風圧を超

うな施主さんから順番に被害状況の確認

あってしまった時でも安心して過ごせると

えた風が吹いています。

をしています。しかし日々災害を想定して

思います。

このような業者の被害に遭わないために

施工をしてきたつもりでしたが、被害は数
件ありました。

お申し込みはウエブサイトからどうぞ。
＊事前完全予約制とさせてい
ただきます。
＊会場・横浜元町カウンター、
または葉山カウンターです。
資料請求・お問い合わせ、ご相談は
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その他にもいろいろな方から被害にあっ
[ 海そば移住アドバイザー ]

たので修繕の見積もりを出してほしいとの

藤原靖久

出版社代表、株式会社エルアンドエム統括プロデュ
ーサー雑誌「ホームアンドデコール」「バイザシ
ー」編集長を歴任した経験から湘南、横浜、千葉
を中心に読者とハウスメーカー、工務店、建築家
とのマッチングサービスを展開しています。

☎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

要望がありましたが、なんとかしてあげた
いと思う反面、既存の施主さんを先に対応
させてもらいました。
災害がおきると被害にあった人たちは慌て
て工務店を探すと思います。しかし一般的

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。

索
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湘南の家づくり VOL.13

神奈川県茅ヶ崎市 I 邸
❻

取材・文◎藤原靖久
撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

❼

自然豊かな環境の中で子どもたちを育てたい。
１階リビングで家族みんなで過ごせる「木の家」が理想的。
❶

施主の願いは、木の家づくりを標榜するキリガヤで実現しました。

❽

❷

❸
神奈川県茅ヶ崎市の JR 茅ヶ崎駅の北側に
は、まだまだ緑豊かな住宅地が広がっている。
横浜の都市部から移住された I さんご家族は、

ら、キッチンからはご家族みんなの気配を感じ

西側を大きな竹林で守られるような田園風景の

られる配置、そしてリビングには薪ストーブ。

一角を選ばれた。

その先にはたくさんの緑がストレートに目に飛

ご主人と奥様の共通する生活は「自然な環境

び込んでくる。奥様の理想を実現した空間がこ

の中で暮らしたい」という願い。DIY や木工作

こにある。

業が得意なご主人は庭や土間での作業が楽し

「この家に来て散歩がしやすくなりました。少

みの一つで薪置き場や玄関のオブジェやテーブ

し歩けば田んぼも川もあります。気持ちの良い

ルもご主人の作品だ。

緑に囲まれて子どもたちも虫が大好きですよ」

長野県ご出身の奥様は幼少から緑に囲まれた

と奥様。

境の中でと望まれていた。
そんな田園環境にお二人が希望された家づ

❺
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グと吹き抜けも確保できた。
１階で家族みんなで過ごしたい。そんな思いか

環境で育ったことから、子育ても自然豊かな環

この日設置後初めての火入れを行なった薪ス
トーブがとてもよく似合う。
どんなに時代が進んでも、木の家の暮らしは日

くりは、まごうことなく「木の家」だった。湘

本人の原風景といってもいい。それはまだ小さ

南の住環境を熟知する逗子の工務店キリガヤ

な二人のお子さまもいつまでも忘れることはな

で、
「開放的な空間設計」と「安心の耐震設計」

いのだろう。

を両立できる SE 構法を採用して大きなリビン

❾

❹
❶左手に竹林を抱いて堂々たる佇まいのI 邸。
杉の縦張りの建物に薪ス
トーブの煙突がよく似合う。
自然に囲まれた環境でご家族の温かな生活ス
タイルが容易に想像できる
❷ ❸DIY で木工家具を作るのも楽しみとおっしゃるご主人は、
作業もで
きる土間を希望したそう。
シューズクロークも大きくまだ小さなお子さま
がいる家庭にはありがたいスペース
❹リビングのサッシは全開放できることでリビング側からはもちろん、
庭
から見た光景もダイナミックで開放的
❺家族みんながリビング＆ダイニングで楽しく過ごせることがご要望
だった。
キッチンに立つ奥様にもお子さまは目の届く範囲で過ごせる。
❻土間からリビング、
その先の庭へのつながりも１８０度の開放感。
リビン
グと薪ストーブを置いたスペースにはゾーンのリズムが変わるようにわず
かな高低差を設けた
❼リビング＆ダイニングはテレビも書棚もワークスペースも確保して、
将
来お子様がここでお勉強ができるようにとの配慮だそう
❽階段を上がった２階スペースは足裏にも柔らかそうなパイン材を採用
した
❾２階から吹き抜けを通して見下ろした光景、
耐震性の高いSE 構法の大
きな梁が頼もしい
この日薪ストーブに初めての火入れ作業を終えたI 様ご家族。
寒い冬の
季節をこの薪ストーブ１台で温かく過ごすのがとても楽しみだそう
ご主人がDIY で作成した薪置き場。
もうじきいっぱいになることだろう

❿
■MATERIAL

住宅DATA

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／杉材 ボード&
バテンウッドロングエコ塗装
◎内部仕上げ
床材／1F ホワイトオーク 15mm
2F/レッドパイン 20mm
壁／エッグウォールパルプ
天井／エッグウォールパルプ
一部ヘムロック(米栂)パネリング

神奈川県茅ヶ崎市I邸
敷地面積／15414.㎡
（46.63坪）
延床面積／105.37㎡
（31.87坪）
1階／60.24㎡
2階／45.13㎡
構造／木造2階建
（SE構法）
２LDK
設計・施工／株式会社キリガヤ
家族構成／４人
（子ども２人）

＜取材協力＞
株式会社キリガヤ
〒249−0002 神奈川県逗子市山の根1−2−35
TEL:046-870-1500 FAX:046-870-1501
URL: https://www.kirigaya.jp/
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[ 海そば移住 ]

湘南発、 軽井沢経由

COZY 葉山
宇式伸介・菜穂子ご夫妻
取材・文＊藤原靖久

撮影＊山本倫子

海のそばで暮らす、海が身近にあることは素晴らしい。
ただ移住には実現したい大きな夢と
確実な行動力が必要十分条件だ。
『いつか小さなリゾートを作りたい』
宇式さんご夫妻はそんな夢を携え、
人生の岐路をドラマティックにとらえながら
ポジティブに夢に向かって長い階段を登っている。
そんなおふたりのパワーに源は、
ここ [ 葉山 ] にあった。

ふたりの夢

10

西伊豆のかいとく丸などのいい宿を見て、

クなコンセプトを打ち出していて、妻はそ

わたしたちは、単純に旅が好きで学生時代

自分たちでやりたくなったのです。

れまで７年間商社にいたのですが、やり尽

から、海外はオーストラリア、ハワイ、ヨー

葉山は憧れの街で、藤沢や江ノ島で暮らし

くした感もあったこともあって「B ＆ B」の

ロッパ、国内では屋久島や能登半島、沖縄

ていた頃は、葉山は大人の街、憧れの街で

ことも、「どんなプロセスで進めていたら

などいろんなところに行って、人、食べ物、

した。軽井沢から湘南に戻ってお店をやろ

そこにたどり着けるんだろう」と道筋が見

心地よさを求め、いつか B ＆ B みたいなも

うとなった時も葉山を選択しました。

えなくて、星野リゾートが「未経験者募集」

のをできたらいいよねって話し合っていた

2007 年、30 歳頃のことです。「株式会社星

という広告を出していたので応募を出した

んです。ブセナテラス、屋久島の送陽邸、

野リゾート」がエコという当時とてもユニー

んです。
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海が必要だった。
軽井沢からまるで導かれているように移り住んだ葉山。
太平洋の海と土地の持つパワー、
感度の高い人からの刺激を受けています。

ぼくは車や船関係の会社にいたのですが、

いものですね。国際的感覚を持った人も多

経営学を勉強しようと２年半、国内でオースト

いし、その感覚でフィッシュアンドチップ

ラリアの MBA を取得しました。星野リゾート

スも引きがあったと思います。

からの連絡も偶然にもそのコースが終わった時

海もあって山もある葉山は、土地自体が持っ

だったので、説明会を聞きに行きました。

ているパワーを感じます。どちらかといえ

ドラマチックな運命を感じてふたりで軽井沢に

ば開けっぴろげで不思議な文化があります。

行くことになりました。

もともと島が好きでしたから、最近南の島

勢いはあるけれどいろんな業界からの中途採用

の海沿いの土地が見つかったのですが、そ

者が多く中間管理職がいない不安定な時代で

こを見に行って確保しているんです。店も

したが、顧客満足度を最優先として、リピート

あるけれど、自分たちの身の丈にあったレ

率が高いとてもユニークな会社でスタッフも優

まずは葉山で基盤となる何かを、という気

ベルで外に出て行こうと少しづつ（夢に向

秀で本当に刺激的でした。仕事も面白くて 4 年

持ちでした。

かって）シフトしています。それがいつか

半くらい軽井沢事業所で現場の経験を積んだ

この家もある雪の日にまだ櫓だけがあった

実ればいいなあと思っています。

後、異動希望がとおり東京オフィス勤務となっ

状態の土地を見て、海と江ノ島、富士山が

移住を考えている人はお店にもたくさん来

たのですが、軽井沢でやれることの限界でした。

見えた瞬間、この土地に決めました。「まる

られます。海岸線よりも適度な海との距離

そもそも軽井沢には「山の良さがあるだろう」

で葉山に導かれたようでした」

感というのがいいなあと思います。（笑）。

ということで行ったのですが、軽井沢はとても

B ＆ B にハワイのテイストを少し入れたい、

海沿いで暮らすというのはぼくらにとって

いいところだけれど生活するにはちょっとだけ

存在感のある小さなリゾートをやれたらい

も重要で、いつまでもキーポイントなるこ

閉塞的なところがあったことも確かです。

い。星野リゾートで学んだノウハウを眠ら

とです。海の持っているパワーを感じ、毎

せておくのももったいないということで、

日の通勤の中で海を見ることはオンとオフ

地元葉山の宿泊施設の運営のお手伝いをさ

を切り替えられ、すごくリフレッシュでき

せていただいたり、地元不動産会社と一緒

ることです。

に当時流行りはじめた Airbnb を使って宿泊
施設の運営をやったりしました
宿泊施設はお客様の命を預かるため、きち
んとしたサービスが必要と考えています。
蓼科や、千葉でも宿泊に対するノウハウを
サポートしています。

軽井沢から葉山へ

葉山と軽井沢はとても共通点があると移

住してきた時から感じています。共に別荘
地としての歴史もあり、皇族の保養地でも
ある点が物語っているのだと思います。ま
た住んでいる人（別荘族）も共通していて、
葉山と軽井沢に別荘を持つ人も沢山います。

ご夫妻が提供する葉山町堀内にあるフィッシュ＆チップス専門店

葉山に来て 2020 年３月で８年です。もう葉
海から少し離れた高台にあるご自宅からは
富士山、海、江ノ島が望める

THE GAZEBO（ザ・ガゼボ）

山を離れたくないと思っています。街並み
は道も細くてすごく田舎ですが、住んでい
る人種がアーティストだったり自営だった
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その後も企業からのオッファーで蓼科、静

り、感度の高い人たちが多いことで、ただ

岡、千葉などで宿泊施設の新規開業サポー

の田舎町とは情報量やビジネスとの接点の

トをしてきました。

多さが違います。

葉山では経済的基盤を作ってから宿泊施設

平日の昼間に 30 人くらいで釣りをして、そ

を作るのがいいと考えてお店を始めました。

のあと BBQ をやっている環境って他にはな
お店「ザ・ガゼボ」ではご主人が厨房
を仕切るがご自宅では「キッチンに立
ち入らせない（笑）
」と菜穂子さんがセ
ンターに立つ。おふたりの夢、B ＆ B
の実現までもう少しのようだ

「東屋」
「
、見晴台」を意味する「GAZEBO」
。色々
な人が集まり、心地の良い時間を過ごしてほしい、
という思いをが込められているそう。フィッシュ
＆チップスはイギリス発祥の料理ですが、今では
アメリカ西海岸、オーストラリア、ハワイなど海
フィッシュ & チップス
沿いの街を中心に親しまれるカジュアルな料理
（サラダセット / ランチのみ）
シンプルな料理だからこそ、食材へのこだわりを 神奈川県三浦郡葉山町堀内３８７ ￥990 ～、
持ち、あつあつの揚げたてを提供している。
生ビール￥660
Tel:046-874-9663
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湘南ニュースタンダード
湘南の家づくり
VOL.14

神奈川県鎌倉市 F 邸
取材・文・撮影
◎ワイズクリエイティブオフィス

国産材で家を建てる。
日本の林業の発展に貢献できる。
そんな目に見えないコンセプトに
共感したという F さん。
土地探しからはじまって設計、
仕様まで自由に楽しませてくれた
船頭のような KIBARI（キバリ）の
コーディネートは、
湘南の注文住宅の新基準となる。
❶

DATA

ご主人が「家づくりに国産材を使用すること

神奈川県鎌倉市F邸
敷地面積／1214.21㎡
（64.9坪）
延床面積／96.72㎡
（29.30坪）
1階／58.63㎡
（17.76坪）
2階／38.09㎡ (11.54坪)
構造／木造
（ツーバイフォー工法）
2階建 3LDK
設計／KIBARI project
施工／株式会社バウムスタンフ

は、山の活性化につながる」ことを知ったこと
が F 邸の家づくりのはじまりだった。
「わずか
でも社会貢献に寄与できるなら」と信州カラマ
ツを積極的に採用する「KIBARI」のコンセプ
トに大いに関心を持つことになった。
横浜の街中で育った F さんは海の近くに住
みたいと、10 年間藤沢市に住んで海辺の環境
65 坪の広い土地を取得するチャンスに恵まれ、
同時に KIBARI の家づくりの考え方にも触れる
ことになる。
海のそばで暮らすなら木の家と決めていたと

❾

MATERIAL

を体験してきた。そんな折、鎌倉市のおよそ

おり、
「裸足で感じる木肌の感触、子どもと転

❽

❷

がっても気持ちが良さそうで、水をこぼしても
傷がついても気になりませんね」と微笑む。

❸

❻

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／信州カラマツ
（フォレストオーシャン、
クリア塗装）
◎内部仕上げ
床材／（１F）
ミャンマーチーク、
（２F）
信州カラマツ浮造ラフロ
（２Fホール）
オークフローリング
壁／ ビニルクロス
天井／ビニルクロス

⓬

家づくりは設計から住宅設備の選択などわから
ないこともいっぱい。
「家づくりを素人が一から始めるのは相当な努
力が必要ですが、KIBARI は坪単価が明解だ
し、設計や仕様の自由度も高く船頭のように道
しるべを示してくれました」と大満足の様子。
「住宅設備だけではなく KIBARI のコンセプト
やデザイン性に惹かれ
ました」F 邸の魅力は
そんな言葉に集約され
ているようです。

❹ ❺

❶「軽やかけれど存在感がある」とF さんご自慢
のマリンブルーの色彩を与えられた信州カラマツ
の外観。
国産材を取り入れたKIBARI は、
高い耐候
性と豊富なカラーバリエーションが最大の特徴
❷無垢材を使用した床はなんといっても子どもた
ちには安心して遊べるフィールド
❸室内からドアを開ければ、アプローチの先にカ
ラマツの木肌、
目にも優しい
❹１階ご主人のワークスペース。天井を見上げる
とネットで覆われている
❺そのカラクリは２階の洋室の床をハンモック
ネットでスケルトンに。
なお、
大人が４、
５人乗って
も安全なほどの強度があります。
❻２階は勾配天井を利用した吹き抜けと廊下で解
放感ある空間に
❼１階はチーク材、
２階はオーク、
子供部屋にはカ

ラマツと、床材も１つにこだわらず硬軟取り混ぜ
て、
適材適所で樹種を選んでいます
❽広いリビングでくつろぐF さんご家族。木の香
りと国産材カラマツを選択するというというこだ
わりに大満足だそう
❾自然な素材だけでなく建築家が手がける秀逸な
デザインもKIBARI の特徴のひとつ。リビングダ
イニングはツーバイフォーの開放感あふれた大空
間を実現しています
❿オーダーキッチンをスタンダード仕様に、背面
タイル仕上や照明を施主支給で導入。ブルー系で
統一した使いやすいキッチンに仕上がりました
⓫ガスレンジの背面、ダイニングには美しい木目
のカラマツをアクセントに使用
⓬階段横にはお気に入りのタイルを使用した手洗
いスペースを造作しました

❿
＜取材協力＞

キバリ
KIBARI STUDIO
たまプラーザ ショールーム
KIBARI に使用される「信州
カラマツ」の外壁パネルをは
じめ、見て選べるショールー
ム＆ミーティングスペースを
開設しています。
神奈川県川崎市宮前区
鷺沼2-19-4 Saginuma Hills401
TEL.0120-552-970

⓫

❼
14

15

自然に、
自然と、
暮らす家

湘南の家づくり VOL.15
神奈川県逗子市 K 邸

取材・文◎藤原靖久
撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

⓬

❻

なによりも自然素材の注文住宅を求めた K さんご家族。自然豊かな逗子
の山の根で、黒いモルタルのスクエアな佇まいは小さなアイコンのように
目に留まる。
「緑を見ながら暮らしたい」そんな思いは多くのゲストにも
共有され、今では Airbnb でももっとも人気のある民泊の一つだそうだ。

❶

❷

❼

❸

❾

❹
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❽

❺

ご夫妻が住んでいたのは東京練馬区だった。

の扉を叩いた。
「予算内でセンスがあって信

ブースや遊び道具がゲストを楽しませてくれ

サーフィンや釣り、キャンプなどアウトドア

頼できる工務店」という希望は現実となる。

る。住まいの中心は２階リビングとキッチン
に集約されているようだ。ご家族はもちろん

の遊びが大好きなご家族は、ほどなく５年ほ

潔くもカーテンがひとつもないこの家のキー

ど前から逗子で賃貸住宅に住みはじめた。時

ワードは「人との共有」なのかもしれない。

訪れるたくさんのゲストたちは、一緒になっ

間を重ねるたびに友人も増え、人と自然を介

笑顔が素敵な奥様は、人と自然に触れ会える

てホームパーティーを楽しんで帰っていく。

して逗子になじんできた。いわゆる「試住」

ことなのだろう。多くのゲストを招き入れ、

ゲストと過ごした楽しい時間の後は、たくさ

をたくさん体験して今がある。

いつのまにか K 邸は民泊の Airbnb で逗子

んの窓からそれぞれ違った景色に癒されてい

その古い家が化学物質にあふれ、寒くてカビ

のスーパーホストにまでランクされるように

る。深い緑だったり、ぽっかりと浮かんだ月

の多い住まいだったことから、新しいお家は

なった。

だったり。

自然素材で作りたい。そんな思いで solasio

ドアを開くとそこには大きな土間があり、DJ

まるで「自然に、自然と、暮らす家」のように。

❶大きなキッチンとリビングダイニングが一体と
なって会話も弾むK 邸２階
❷２階バルコニーから通りを見下ろす。ご夫妻の
笑顔にたくさんの人が集う
❸居室の一部は宿泊施設としてAirbnb に参加し
（逗子駅徒歩9 分 山に囲まれた新築戸建）
スーパー
ホストに登録されているほどなのです
❹❺ご主人の家づくりのご希望は、
土間とDJ ブー

ス、
ボード置き場。
ドアを開けた途端センスのいい
暮らしぶりがうかがえる
❻背後に小山を抱えるK 邸。スクエアで黒いファ
サードが目を引くが、周囲の落ち着いた環境にと
ても馴染んでいる
❼❽生活の中心は２階リビング。バルコニーの先
やハイサイドの窓からでも、どの窓からも季節ご
とに変化する緑を眺めることができる癒される空

DATA

MATERIAL

神奈川県逗子市K邸
敷地面積／128.15㎡
（38.83坪）
延床面積／89.84㎡
（27.17坪）
1階／644.71㎡
（13.52坪）
2階／45.13㎡（13.65坪）
構造／木造
（在来工法）
2階建 ２LDK＋ロフト
設計・施工／株式会社 solasio

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／ソフトリシン吹付
◎内部仕上げ
床材／杉(無塗装)
壁／珪藻土
（施主施工）
天井／珪藻土＋WRC

❿

⓫

間がある
❾海外からのゲストが訪れることも多く、一緒に
食事を作り、
楽しむことも。
キッチンは使いやすさ
重視で大きく設計されている
濃茶色の無垢材と珪藻土の壁はどこにあっ
ても落ち着いた空間を演出してくれる
リビング上のロフトもベッドスペースとして有
効に利用している

＜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
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❻

❼

❶笑顔がいっぱいのご家族には、
そのまま住まいのレ
ベルの高さが現れます。
土地探しから設計、
施工に至る
まで、
最高のスタッフに恵まれたとおっしゃいます
❷リビングからキッチンを望む。
右手の階段はロフトへ
❸玄関からステップを上がるとフリールームと居室
を置いた１階のゾーンが展開する。
２階がリビング
ゾーンだから各部屋は落ち着いた空間になる
❹黒いボディーラインと美しい木目のコンビネー
ションはさながらアトリエのよう。
高いデザイン性
の中に安らぎも感じとれるファサードは、
バウムス
タンフの秀逸な作品の一つ
❺広いモルタルの土間を備えたエントランス。
訪れる人を
優しく誘うように低い高さの床から６段の階段へつづく

湘南、 光と風の家づくり
湘南の家づくり VOL.16
神奈川県逗子市 O 邸

取材・撮影協力
◎フリーリーデザインボックス（FDB）
リツデザイン一級建築士事務所

『自分たちでは建築家との家づくりなんて、とてもじゃないけ
ど難しい。そもそも手順が分からないし、見当もつかない』
。
不安だらけで、まず土地を探すところからはじまった家づくり。
幸運にも最高のスタッフに恵まれてご家族の不安はどんどん
なくなり、描いた以上の家ができあがった。

❶
❽
DATA

❾
❷

❸

❹

❿

❺

神奈川県逗子市O邸
■敷地面積／104.23 ㎡
（31.53 坪）
延床面積／ 100.11㎡
（30.28 坪）
1階／49.27 ㎡
（14.90 坪）
2階／50.84 ㎡ (15.38 坪)
用途地域／第一種低層住居専用地域
構造／木造2階建て
間取り/ 5LDK
設計/吉田立
（リツデザイン一級建築士事務所）
施工／株式会社バウムスタンフ
家族構成／ 4人
（子ども2人）
MATERIAL

「信頼できるチームで家づくりをすることが

主自身が管理するもの。銀行選びから、ロー

らいですから。最後は複雑な立体的なプラン
を選んでいただきました」

できてとても満足しています」と家づくりの始

ンの種類まで、とにかく複雑。経験と知識が

まりから振り返りながらおっしゃる O 様。土

求められるので、素人ではなかなか難しいこ

さてご家族の夢を施工で具現化するのは工

地探しから建築家選び、それを施工してくれ

とがあるけれど「FDB さんが、ローン選びも

務店の実力。湘南エリアでもトップクラスの

る工務店、理想的な注文住宅の完成までの道

お手伝いしてくれてそれが精神的にも助かり

施工力は、多くの建築家が信頼を寄せてパー

のりも、いまではいい思い出のご様子。

ました」とも。

トナーシップを持つことが、その証左だろう。

「主人が仕事柄、よく『発注する側と造る

以前イギリスにお住まいだった O さんご家

光と風を暮らしの中に上手く取り入れ、煌び

側の間に、客観的な立場でプロジェクトを見

族。古いものを大切にする暮らしに触れ、奥

やかでハイセンスな湘南の暮らし方を熟知し

る人がいることはとても重要』と言っており、

様がアンティークの収集に目覚めた。
「家具が

ている匠。こうして O 様邸はバウムスタンフ

FDB さんはその立場で、施主である自分たち

素敵なんですよね。この家具が馴染む家づく

の秀逸な作品の一つにもなったのである。

の立場になって土地探しから家づくりを客観

りをと当初から感じていました」と建築家の

視してくださっていたので、とても安心でし

立場から振り返る吉田立さん。

た」と奥様。
家づくりではたとえば「資金計画表」は施
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「プランは立体模型で 2 案ご用意しました。
平面図だけだと空間的なイメージがわかりづ

注文住宅はその土地をよく知る不動産、建
築家、工務店が一体となって完成することが
ベストな選択。それが将来的に豊かな暮らし
と大きな資産価値も担保するのだから。

⓫
❻ダイニングキッチンからリビング、
そしてロフト
へは短い階段がつなぐ
❼人工芝を敷いたルーフテラスはオープンエアで
愛犬も嬉しそう
❽住まいの中心的機能は階段だろうか。
それぞれス
キップフロアのようにゾーンに変化を持たせてある
から日常生活に活気と落ち着きが同居するようだ
❾「お風呂のテラスはとても気に入っています。
夜
は電気を消して入ると露天風呂みたいなんです」
と
ご家族のご自慢のバスルーム
❿リビング奥には床高の和室を設けた。
洋の空間に

⓬
畳は眼にも心にも優しく映りますね
⓫「ジェイミー・オリバー（イギリス人シェフ）
のキッ
チンみたいにしたくて、
いろんなアングルの写真資
料を吉田さんに送りました」
というほど奥様こだわ
りのキッチン。
レンジを独立させたアイランドキッ
チンは大きくて使いやすそうで、
ご家族の会話も弾
みます
⓬２階はダイナミックな吹き抜けを美しい米杉の
勾配天井が包み込むよう。
随所に置かれた奥様のイ
ギリスで収集したというアンティーク家具がすっか
り馴染んでいます

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板葺き
外壁／ガルバリウム鋼板葺き+木板
◎内部仕上げ
床材／無垢フローリング アカシア
タイル
（1階トイレ、
キッチン、
化粧室）
壁／PB t12.5+AEP塗装
（寝室2,3と納戸を除く）
＜取材協力＞

株式会社 バウムスタンフ
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂5丁目4番11-C号
TEL: 0466-34-0030 FAX: 0466-34-0031
http://www.baumstumpf.com/
e-mail : baum@baumstumpf.com
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有限会社つるおか工務店

キバリ

YBC
横浜ビルダーズクラブ

BBC
房総ビルダーズクラブ

海外からのトレンドをいち早くキャッチする

ダイナミックな外房海岸や

港カルチャーの発信地ヨコハマ。

穏かで美しい内房の海岸線を持つ千葉房総半島。

大型化客船や美しい夜景、落ち着いた山手の町並み。

内房にはリゾート感覚あふれる街並みと穏やかな海。

都会のセンスと海の解放感を両方味わえるおしゃれな街は、

外房には世界的にも有名サーフィンの

住みたい街ランキング上位の常連です。
海が見える家、緑豊かな丘の上の住まい。
ヨコハマ移住、ハイレベルな注文住宅のことなら
YBC へご相談ください。

メッカがたくさん点在します。

湘南・横浜のニュースタンダード
KIBARI コーディネーター：当山純雄さん

とくに一宮町周辺は有数のサーフタウンがあり、

アメリカン＆サーファーズハウス
つるおか工務店代表：鶴岡敏雄さん

木でつくるカッコいい家を合言葉にデザイ

若い世代のファミリー層の移住があとを絶ちません。

一棟ずつきめ細かく、
『自分の家なら』という

ン・素材・コストを吟味して「KIBARI の家」

広大な敷地にゆったりと設計された住まい。

気持ちで、ライフスタイルに合った等身大の

というコンセプトハウスを考えました。お

房総の注文住宅のことなら

家づくりを心がけています。設備機器や建築

施主様のこだわりを加えた唯一無二の自分
らしい家をご一緒につくりましょう。

BBC が最良の工務店をご紹介します。

材料などもご一緒に勉強して、お互いにいい
家をつくることを目指しています。

令和元年（2019 年）秋の千葉県は、
株式会社ジネンジャパン

有限会社神崎

株式会社アーゴプロジェクト

台風 15 号、台風 19 号そして、
低気圧による豪雨などによる
記録的な災害が相次ぎました。
被災地域にお住いの皆様の
１日も早い復旧をお祈りしております。

横浜らしい洋館の家づくり

海が好きなあなたのライフスタイルを未来に繋げる

JINEN JAPAN プロデューサー：滝本学さん

代表取締役：神崎 政昭

代表取締役：田中輝治さん

１.QUALITY：すべてに関して最高の質を

住まいに願うことはそれぞれ違うけれど、しあわせ

九十九里浜最南端の一宮～太東で海暮らし、

追求する

２.CLASS：クラスがある物作り

になりたいという想いは同じ。お客さまのしあわ

夢ではないリゾート物件をご紹介します。田

を追求する３.GIFT：社会へのギフトになる

せを基準にした家づくり。簡単なことではありませ

舎暮らしをしたい方からサーファーを応援す

こと。私たちは皆様とともに愛と感謝の人生

んが、お客さまと一緒に実現していくことが、わた

るビーチサイドの賃貸、戸建物件までプロ

を歩み、喜びと豊かさを創造します。

したちの目指す姿です。しあわせが、土台です。

デュースしています。

資料請求・お問い合わせ、ご相談は
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「自然素材」と「モダンデザイン」を両立

☎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

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
25

03. アメリカンハウス
そこは波乗りの仲間を迎える空間であり
子どもたちが遊ぶ光景を眺めるスペースでもある。
ビールを片手に、今日乗った波のことをちょっと思い出したりそれだけで十分

堂々とした大きな三角屋根が象徴的な T 邸。その大きさはそのまま

それがサーファーズハウス。

アメリカにあっても違和感がないほど。1 階のフロアのほとんどを占

海のそばの工務店として 4 代、100 年以上続く「つるおか工務店」
。

有したことで生まれた大空間のリビング＆ダイニングキッチン。そ
れはまるでアメリカの住宅のよう。これで夏は涼しくて冬暖かいと

小さな工務店ならではの 120％満足できる家づくりで大きな信頼を得ています。

01. プランテーションハウス

いうから断熱性能が非常に高い。リビングに続くウッドデッキもとて
も広く、
ウッドデッキの特注のベンチがうれしい。
この家のパーティー
なら何人が参加できるのだろうかと思わせるほどですね。

もし、広い土地があるのなら「平屋」はどうだろう。

そんな夢のようなオールドハワイのプランテーショ
ンハウスのような暮らしを実現してる T さんファミ
リー。海から直線距離にして 500 メートルほどの住
宅街にある。平屋の良さは、気軽にサンダルを脱ぎ
捨ててズタズタと入っていけること。ウエスタンスタ
イルのごとく、3、4 段のステップをあがれば、深い
軒のカバードポーチがある。

04. バケーションハウス

◎ DATA ◎
■敷地面積／ 290.91㎡（88.15 坪）■延床面積／ 138.70㎡（42.03 坪）
■構造／木造ツーバイフォー工法 ■間取り／ 2LDK

◎ DATA ◎
■敷地面積／ 495㎡（150 坪
■延床面積／ 118㎡（35.75 坪）
■構造／木造ツーバイフォー工法、平屋
■間取り／ 3LDK

02. ウィークエンドハウス

サーフィンを趣味とされて別荘のように使用される M

シリーズのなかでも、まるでヨーロッパのクラシックホテルに滞在す

邸は、たくさんの仲間も訪れるため大きなリビングを

るような、静かで重厚な時間の流れを担保してくれることになった

確保し、基本的にロフトのある（2 階部分）平屋タイ

バケーションスタイル。御宿の海を見下ろすヨーロピアンスタイル

プとしました。サーファーズハウスだから海上がりの

の住まい。いまや「つるおか工務店」の作品集のカバーショットと

お風呂への動線も考慮し、リラックスできるようにバ

いえる住まいかもしれません。

スルームはジャクジーとシャワーブースを配しました。
施主は日常的にお料理も作られるのでキッチンは使い

◎ DATA ◎
■敷地面積／ 462㎡（140 坪） ■延床面積／ 165㎡（50 坪）
■ 1 階／ 100㎡（30.30 坪 ） ■ 2 階／ 65㎡（19.69 坪）
■構造／木造ツーバイシックス 2 階建 ■間取り／ 3LDK

やすいように個性的な造作で仕上げました。外観も
レンガを使用して高級感のある仕上がりに。
◎ DATA ◎
■敷地面積／ 333㎡（100 坪
■延床面積／ 118㎡（35.75 坪）
■ 1F ／ 130.01㎡（39.32 坪）■ 2F ／ 33.53㎡（10.14 坪）
■構造／木造ツーバイフォー工法 ■間取り／ 3LDK
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ツーバオフォー工法 30 年、輸入住宅 20 年の実績。
大きな敷地に大きな家がよく似合う。
そんなつるおか工務店の魅力が関東近県にも広がっています。
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ナチュラルに、
自然素材が心地いい。
横浜・山手の暮らし。

神奈川県横浜市・本牧モデルハウス
取材・撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

新たに横浜本牧に完成した神崎モデルハウ
スは、一歩足を踏み入れた途端、暖かく体に
心地よい室内温度に包まれる。同時に凛とし
た澄み切った空気感は、化学製品を排除して、
自然素材をふんだんに使用したことから感じ
るものだろう。
1 年中希望の室温で保つのは、高断熱設計と長
年研究を重ねて完成した「全館空調システム」
の効果だろう。１台のルームエアコンで家中 24
時間全室を一定温度に保ち、経済性も高い。
また、長年住宅建材を業としてきたことか
ら、無垢材や珪藻土、漆喰などの自然素材の
有効性を熟知し、標準的な仕様としている。

❾

都会の中でもまだ自然が豊かな横浜山手の

❿

光と風。住み心地を大切にするにはこうした
自然素材は欠かせない。
また素材だけでなく、秀逸なデザイン、家族が
暮らしやすい間取りや設計も大きなポイントだ。
地元横浜山手で 65 年の歴史を重ねる神崎。
数多くの完成住宅で暮らす方々からは「いつ

港から汽笛も聞こえる横浜山手。

も空気が気持ちいい」
「夏は爽やかで冬は暖

海と緑あふれる自然環境と共存する暮らしには、

かい」と絶賛の声も多数届くという。

自然素材は欠かせない。

いく注文住宅をお考えなら、ご家族の健康と秀

心地よく、ナチュラルに、センス良く暮らす。

逸なデザインを約束できる「神崎」に。お気軽

それが横浜スタイル。

マンションや分譲住宅の多い横浜で納得の

に土地探しから相談してみてはいかがだろう。

❶
⓫
住宅DATA
神奈川県横浜市・本牧モデルハウス
敷地面積／148.36㎡
（44.87坪）
延床面積／107.02㎡
（32.37坪）
1階／56.72㎡
2階／50.30㎡
構造／木造2階建
（在来構法）
３LDK
設備／全館空調
設計・施工／有限会社 神崎
MATERIAL

⓬

❷

❸

❻
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❹

❼

❺

❽

❶１階リビングダイニングに正対する。幅広の
オーク床材と天井のWRC( レッドシダー)、壁には
珪藻土と、
自然素材に囲まれた健康的でナチュラ
ルな暮らしが約束される
❷エントランス正面には大きなシューズクローク
を設け、ご家族はこちらからリビングに入ること
ができて玄関がすっきりとなる
❸また右手には帰宅して便利な手洗いとトイレを
配置した
❹２階バスルームに併設された造作の洗面台は機
能性を重視してシンプルに
❺主寝室でも無垢材とエッグウオールの壁紙を使
用。
健康的な眠りが得られる
❻２階の大きな居室は、将来の家族構成の変化に
合わせて２つの部屋に仕切れるよう準備している
❼外壁はすっきりと漆喰で仕上げ、軒天にはアク
セントとしてレッドシダーを採用、高いデザイン
性の中に温かみもある外観
❽エントランスから見たリビングダイニング。
ダイ

⓭

ニングの南側からあふれんばかりの光と風を取り
込める
❾ダイニングの上は大きな吹き抜けとした。シー
リングファンがゆっくり回って、光と風が心地よ
い。
また全館空調を導入しており、
ルームエアコン
１台で家中の床と壁を温めることで、各部屋の吹
き出し口を通して対流し、
1 年中一定の室温が維持
できる。
これからの寒い季節でもヒートショックも
なく、
光熱費もとても経済的
❿街並の中で端正な表情で秀逸なデザインを見せ
るモデルハウス夕景外観
⓫１階はこの大きなキッチンスペースが暮らしの
中心となる。背面の大収納や広く大きな天板も実
用的でありデザイン性も高い
⓬リビング隣には琉球畳を採用してシンプルで落
ち着いた空間の和室 を設けた。
日常の暮らしの作
業にも急なゲストにも有効なスペース
⓭リビングの床材と調和した開放感のある木製の
スケルトン階段

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／漆喰
◎内部仕上げ
床材／オーク・パイン・ヒノキ・杉無垢材
壁／エッグウォール・珪藻土
天井／エッグウォール一部WRC

＜取材協力＞
横浜山手の注文住宅
有限会社神崎 家匠部
〒231−0849横浜市中区麦田町3−90
TEL:045-624-0589
フリーダイヤル 0120-058-915
www.kanzaki-ltd.jp
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リポート
◎宇式 菜穂子さん

葉 山

■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。

リポート
◎小松 啓さん

鎌 倉

■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

リポート
◎てらしま まゆみ

藤 沢

■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。

https://www.realkamakuraestate.jp

TIDE POOL

通称ハゼの木広場

茅ヶ崎

えのすい

リポート
◎須田 真紀さん
■プロフィール■
1 年半前に都内から茅ヶ崎へ移住。
大手人材企業勤務でリモートワー
クを実践。湘南ライフを満喫中♪

FROGGIES（フロッギーズ）

葉山に引っ越して 8 年。新興住宅地育

まさか自分がこの建物を語る日が来るなんて、いまだにちょっと信じら

今回は、クリスマスにもオスス

今回ご紹介するのは、
先月 10 月に 19 周年を迎えた茅ヶ崎老舗のディー

ちの私に衝撃的だったのは、葉山の子

れないのです。今回は藤沢駅周辺の再開発の中に隠れた、忘れたくない

メの藤沢市の誇る代表的な観光

プなバー「FROGGIES（フロッギーズ）
」
。

供たちのたくましさ。流行のゲームや

場所のお話です。

施設、新江ノ島水族館です。

あのテラスハウスでも使われたというおしゃれ

スマートフォンに没頭するシーンも見

心のどこかで「ここは自分の場所だ」って勝手に思い込んでいる場所っ

通称「えのすい」です。

な店内は、
どこか懐かしいアメリカン雑貨や様々

るけれど、夏になれば浮き輪と水中眼

てありませんか。それは街の中の小さな一部だったり、よく行くお店の

新江ノ島水族館に変わる前の江

なアーティストのフライヤーなどが所狭しと飾

鏡をバシっと付けて、海パンいっちょ

いつもの席だったり。そこはみんなに秘密にしておきたくなる、そんな

の島水族館は、昭和天皇もたび

られており、色鮮やかながらとても落ち着く雰

で自転車で海までの道を爆走する。

空気が漂っているのです。私にとってのそれが藤沢駅前の３棟の古いビ

たび 訪 れ、年間 入 場 者 数 240

囲気。ひとたびバーカウンターに座ってバーボ
ンを一人で飲んでいると、まるで映画の中にいるような気分になれます。

思わず「そのまま海に飛び込むなよー！」

ルに囲まれた中庭、通称ハゼの木広場。

万人の大人気の水族館でしたが、

と叫びたくなる姿や、秋も深まる肌寒い夕方なのに、楽しげに海上がりの

秘密はこの中庭に隠れているので通りからは見えません。ここに篭って

まわりに新しい水族館ができて

そして、何と言ってもこのお店

帰り道を歩く姿をよく見かけます。

みんな何かに取り憑かれたようにたばこを吸うんですね。今ではタバコ

一度は入場者数も激減。しかし

の一番の魅力は、マスターの小

海と山に囲まれた葉山には、この地ならではの自然の中で学びを得るプ

とお別れをしてしまいましたが、当時はここでよくタバコをふかしていま

2004 年新江ノ島水族館としてリニューアルオープン！日本初のイワシ

田一雅さんをはじめとして、ア

ログラムがあるアフタースクールがあり、たくましい子供たちを育てる

した。誤解を恐れずに言うならば、なかなか空気の悪い喫煙場所だった

の群れの展示が人気の相模湾大水槽を目玉に、2016 年には年間 180

ルバイトの若い茅ヶ崎っ子達や

サポートをしています。その中でも、葉山にある「TIDE POOL」では、

と思うのですが、
それでも居心地が良いのです。私同様、
そこに佇むスモー

万人の V 字回復！を達成しました。

来店する個性豊かな老若男女

海をよく知り、自然を心から愛する代表・今村直樹さんが、自然の中で

カー達もなかなかここを立ち去ろうとはしません。

水族館で、結婚式。水族館に泊まるイ

のお客様方とのバーカウンター

体験することから多くを学び、それを生きる力としてたくわえる、そん

どうしてみんなここにいるのか。その答えはないんだと思います。ただ

ベント、ハローウィンの仮装イベント、

トーク。一人で行ってもいつで

な時間を子供たちに提供しています。

単純に、ここが好きなんだと思います。

コスプレーヤーが集まるイベントと、

も楽しい会話をおつまみに美味

ずっと残しておきたい、この鉄筋コンクリートのジャングルを見上げる。

さまざまな行事が目白押しです。

しいお酒を飲むことができます。

四角く切り取られた空の青はあまりにも眩しく、しばらくはここに隠れて

カップルにオススメのクラゲの幻想的

お店の定期的なイベントとして毎週末土曜日は、地元茅ヶ崎出身や著名な

な展示はいつも大人気！

アーティストのライブが開催されています。時には著名なアーティストの

いようかと思ってしまう。足元に目を移すと、そこには一本のハゼの木
が空気の悪い中庭の中にある。一所懸命にこの中庭の吹き抜けの先に伸

そして、イルカプールではいくつものショーが開催されています！アー

方が出演されることも・
・
・。
イベント情報は、
公式SNSをフォローしてチェッ

びようとしているのだろうか。よくやってるなと関心。そうかと思うと、

ティスティックスイミングやミュージカルと組み合わせた、ドルフェリ

クしましょう。

その隣にでっかい鳥小屋のようなツリーハウスのような摩訶不思議な建

アは、イルカと、同時にダンサーさんも大人気！ダンサーさんの生歌を

また、地元茅ヶ崎の様々な方が「マスター」となってバーカウンターを切

造物はテレビだったりして。

聴くことができます。

り盛りする「〇〇’
s バー」
（〇〇にはその日のマスターの名前が入ります！）

人間模様もまた面白い。靴屋に用事もなく出入りする人やベンチがある

またタッチプールでは、さまざまな海の生物にさわることができます。

も不定期で開催。お友達をたくさん呼んでバーパーティーをしたいという

台風前の海では波の力を身体で感じて自然の驚異を知ったり、皆でアウ

のに地べたに座る人。仕事の電話もまる聞こえ。クレーム対応している

海亀にタッチ！ カピパラさんにごはんあげる！ イルカと握手！ お

方は、ぜひ「FROGGIES」にご相談ください！

トリガーカヌーを漕ぐことでチームワークの大切さを知ったり。葉山に暮

人やさぼっている人、永遠に誰かの愚痴を話している人。

魚さんにごはんを手からあげる！ と、大人も子どもも大満足です。

らす外国の人からその国の生活や文化を聴く「せかい」は、言語は通じ

こんな様々な人間模様を包み込んでくれたこの建物も、ついに取り壊し

そして、今の時期はクリスマス！

なくてもコミュニケーションが取れる力を付けるプログラムだし、
「じぶ

の再開発計画が発表されました。あまりにも当たり前にあるこの空間が

えのすいの入り口には巨大なツリーが展示されて、また、中にはひとつ

ん」は自分をもっと知ることで命や仲間の大切さを学ぶプログラム。

なくなってしまうことで、心にぽっかり穴が空き、しばらく中庭で空を見

のグラスに一匹ずつクラゲがはいったグラスツリーが人気です！水族館

勉強はもちろん必要だけど、夢を見て、そしてその夢を実現させる力を

上げたくなります。

ならではのクリスマスが楽しめますよ。

たくわえる、そんな「生きる」力もとても大切。キラキラと力強く輝く

解体されるまでの間、このビルを使いこなしてくれる方を鎌倉Ｒ不動産

新江ノ島水族館で、海の生き物と素敵なクリスマスを過ごしてはいかが

目をした子供たちが、この町には溢れている気がします。

でも募集させていただく予定です。現時点で 3 年間は利用可能ですが、

でしょうか？

その後は解体決定まで。
昭和 40 年から続いたこのビル、その昔は屋上に観覧車まであったと
か。最近はこの古い建物に合わせて、建物名のロゴもレトロなテイスト
に整えて、新しく（?）レトロな雰囲
気が増強されました。エスカレーター
や階段室などはいい感じにリアルレ
トロなので、実にマッチしています。
これに合わせて、ビル全体の宣伝事
業や LINE@ など新しい広告展開も
挑戦されています。
花火大会の終盤みたいに大輪の一花
を咲かせるべく、最後の企みをどな

TIDE POOL
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http://www.tidepool.jp/

たかとご一緒したいなと思います。

■ FROGGIES（フロッギーズ）
TEL：0467-87-6526 営業時間：19:00-25:00（月曜定休）
Instagram：@froggiesbar
Facebook：https://www.facebook.com/pages/category/Bar/
Froggies-166957070095474/
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房総千葉

リポート
◎すずきかえ

さん

■プロフィール■
千葉県在住のワーキングママ。
家族で楽しむ旅やグルメ旅が好き。
仕事と育児に日々奮闘中。

ちくらつなぐホテル

全国各地に２冊まで 250 円でお送りします。
（送料・手数料・消費税込）
オンラインからお申込みいただけます。https://bythesea.online/contact/

波の音を聴きながら、潮風を感じながら。
春には色鮮やかな花畑、夏にはサーフィン、秋には海と山の幸を堪能し、
冬は夜空にきらめく星を眺める。

2020 年 2 月 22 日（土）

千葉県南房総市に位置する千倉町
周辺では、都心では味わうことの
できない、ドラマのワンシーンの
ような広大な自然と、その恵みを
堪能することができます。
そんな千倉町にこの夏オープンし
た宿泊施設『ちくらつなぐホテル』
。
千倉海岸から徒歩１分の場所に位

会場 葉山町葉山町堀内
vol.
01

開場 13 時

募集 10 人限定

[ 海そば暮らし ] をまえに、
体験意識を持って暮らしてみる「試住」
。
まだ僅かな心配や不安を
解消できるか否かの境目にいるあなたに、
きっと自信が持てる「試住」体験と
そのきっかけになる１日を過ごしていただく
ツアーをご用意しました。
お申込みは 12 月 20 日（金）から
オンラインでスタートいたします。

vol.
02

湘南ゴールドラッシュ

スタンドアップパドル
＜ SUP ＞で海を楽しもう。

YOU は何しに [ 湘南 ] へ？
「湘南で探す」から「ゴールド
を持って湘南へ」

休日に海でアウトドア・ホリデーを
楽しむなら SUP がオススメです。

置するこのホテルは、エントランスを開けると優しい潮風が吹き抜け、
まるで「ようこそ」と出迎えてくれているかのよう。
絵本に出てくるかのような三角屋根の外観。もともと国立小学校の保養
所として使われていた建物をコンバージョンし生まれ変わらせたそうで、
“サボり”というのは非日常。サボり方は何でもいい。ハンモックで昼寝

卒業生であるオーナーが、
「当時の外観を残したまま、今までの歴史と新
たな未来をつないでいけるようなホテルになってほしい」という想いを

するのもいいし、夜の山で望遠鏡を構えて天体観測をするのもいいです。

込めているそうだ。そのせいか、はじめてホテルを訪れた私も何だか懐

じっと過ごしていると、時間がとても長く感じられ、普段の自分がどれ

かしい想いに耽てしまいました。
大きな広い庭にはカラフルなテントが並んでおり、身近に自然を感じな

vol.
03

がらも、快適な空間で過ごすことができて、夜にはキャンプファイヤー

いま、小田原に惹かれる理由

湘南の家づくり

が灯り、地産の食材を使ったバーベキューが味わえる。

暮らしを見つめ直して「小田原移住」
。
そろそろ、いかがですか？

[ 海そば移住 ] を計画する前に

都会にはない魅力があふれるこの場所で、大人も子どもも楽しめる旅を。

ほどせわしなく動いているかが実感できます。非日常で上手に息抜きが

vol.
04

できれば、また日常に戻って頑張るための力になる。焚火をとおして、
そうした「サボり方のコツ」を伝えられればと思っています。
寒川一さん
アウトドアライフアドバイザー。
三浦半島を中心に「焚火カフェ」
や バ ッ ク カ ン ト リ ー ツ ア ー、 防
災キャンプなどを通して、アウトド
アライフの魅力を広めている。鎌
倉にあるアウトドアショップ「UPI
OUTDOOR PRODUCTS」 の アド
バイザーとしても活動。焚火カフェ
主宰。 UPI アドバイザー、各種アウトドア製品アンバサダー NHK ラジオ深夜
便レポーター。
『新しいキャンプの教科書』
（池田書店）
「アウトドアテクニック図鑑」
「たのしく防災 ! はじめてのキャンプ（NHK 趣味どきっ !）
」などの著書がある

房総千葉、また訪れたい場所です。

vol.
05

主催：バイザシーマガジン・YK ライフマーケティング・R ３１４ワークス

はじめての [ 海のそば暮し ]
Beautiful Coastal Life

本当の建築塾

あの日の焚き火をリビングに

海辺の街のデザイナーズ賃貸
http://zushi.style/

本誌バイザシー で 2013 年から連載してされた
「本当の建築塾」が上梓されました。
定価：１,300 円（税別）著者：山本康彦（Y’S）

■ちくらつなぐホテル

所在地：〒 295-0011 千葉県南房総市千倉町北朝夷 2967
客室：15 室／全３タイプ 収容⼈数：80 名
（個室：4 ⼈× 8 室／⼤部屋：14 ⼈× 2 室／テント：4 ⼈× 5 室）

【12 ⽉ 13 ⽇ ( ⾦ ) まで、
オープニングキャンペーンを実施中】
対象期間中、宿泊料が通常の 15% 割引となります。
対象期間：12 ⽉ 13 ⽇ ( ⾦ ) までのご宿泊分
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オンラインからお申込みいただけます。
https://bythesea.online/contact/

第一話：土こそ再生可能な自然素材
第二話：家づくりにおける土の利用
第三話：土の家
第四話：自然由来の素材を用いた家づくり
第五話：世界に誇れるわが国の木造建築
第六話：漆喰

閑話休題：似て非なるもの
第七話：理想の家（住み家）とは
第八話：屋根
第九話：和紙の実力
第十話：畳
第十一話：断熱材の種類
第十二話：身近にある板金工事
第十三話：タイル

ペレットストーブの 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢3-20-6
アールサンイチヨンワークス ☎ 046-815-0590

hiro@r314works.com
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家族は宝物、

休みかた改革

Akahai ＝思いやり
Lokahi ＝調和

A L OHA なこころで、
暮らして、遊ぼう！

Olu’olu ＝喜び
Ha’a Ha’a ＝謙虚
Ahonui ＝寛容さ

※アロハとは
「こんにちは」
という意味だけではありま
せん。
全てを受け入れる5つの意味を持っています。
撮

❺

影◎伊藤真司

この家に住む前は、今度の休日はどこに行こうかとばかり考えていた。ショッピングモールでお買い物、映
画館、人気のカフェ。でも最近はゆっくりとウッドデッキでブランチしたり、BBQ したり、夜空の星を眺

めたり、大きなスクリーンで映画を見たり。この家には家族でやりたいことがいっぱいありすぎ！なんです。
家族で過ごす家。友達を呼んで楽しむ家。家には住むということだけでなく、色々な使い方があり、それは
「住人十色」です。そう、暮らしはもっと自由でいい！

❹

❻

❶

❶
❶白いラップサイディングにブ

ルーのアクセント。深いカバード

ポーチや、サーフボード、バイスク
ルのオブジェが訪れる人をわくわ

くさせてくれる。家の前にたたずめ
ば、そこはもうハワイ気分

❷広いウッドデッキではBBQはも
ちろん、キラキラした海を眺めた

り、ひなたぼっこしたり、夕方から

のカクテルアワーを楽しんだり。ま
るでリビングにいるような過ごし
方ができるセカンドリビングです
❸そして広い芝生のお庭ではパ

❼

❽

❾

ターの練習、あるいは愛犬のための
ドッグランもいいですよね

❷

暮らしはもっと自由に、
「やりたい
こと」を遊びにする過ごし方。
遠くに海が見える丘の上。谷戸の向こうは太
平洋。そんな素晴らしい環境に完成したこの絆
シリーズ『Aloha』
。アメリカンスタイルのラッ
プサイディングを採用してハワイアン住宅を
リアルに再現した外観。深い軒を作るカバード
ポーチは見栄えだけでなく、ちょっとした雨も
遮る機能性も嬉しい。
この家のテーマは「ALOHA」。家族と過ごす
喜びを感じ、思いやりのある謙虚な気持ちで過
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ごすこと。だからいつも家族には笑顔がいっぱ
いなんです。

❸

リビングからつながるのは大きくて気持ちの
良いウッドデッキ。暖かくなればロッキング

家族が集まるのはいつもリビング＆ダイニン

チェアに揺られて読書をしたり、気のおけない

グ。リビングが広くなれば家族の「やりたい」

仲間と BBQ を楽しんだり、そこはリビングか

もたくさん広がります。

ら続く第 2 のアウトドアリビングに早変わり。

ママはご自慢のキッチンでケーキを焼いた

お家が楽しくなると、外出が少なくなります。

り、パパはソファーでプラモデルに夢中。その

家族で過ごす家、友達を呼んで楽しむ家。家に

そばでお姉さんはフラダンスのレッスン。僕は、

は住むということだけでなく、色々な使い方が

リビングでお勉強。

あって「住人十色」です。

それぞれのお部屋はリビング階段を利用して

時代が求めるのは、休みかた改革。

2 階に集中しているから就寝以外はこうしてほ

さあ、ご家族と暮らして、遊ぼう！

とんどリビングで過ごします。

❹❺❻1階リビングは、
どの方向からも家族の存在を感じられる。お子様の笑
顔を確認できるリビング階段も、
家族の絆を深めます

湘南リビングセンターがアロハな暮らしを提案します。
絆シリーズ『Aloha』真鶴モデルホームをぜひご体験ください。
※スタッフがご案内いたします。下記までご連絡ください。

❼パウダールームの手洗いもお気に入りのデザインで造作

センター
株式会社

❽壁紙のおかげでトイレに座ればワイキキビーチにいる気分
❾2階のポーチは砂を入れて、小さなお子様の遊び場に

バスルームからは南に向かって贅沢な空間を楽しめます

11

お子様やご夫婦、プライベートな空間はそれぞれの好みに合わせた

コーディネートを

リビングは、
2方向開口部でチューブのような空間でウッドデッキへのアプ

ローチがスムーズ。さあ、今日はなにして遊ぶ？

Facebook

神奈川 小田原 足柄 湘南の不動産検索、売買物件 賃貸物件
投資物件 建築なら湘南リビングセンター株式会社へ。
神奈川県小田原市栄町 1-2-1 小田原市駅前ビル 8 階
TEL: 0465-21-0701

Instagram

FAX: 0465-21-0715

0120-45-2103

http://www.sn-living.co.jp/
Mail : info@sn-living.co.jp
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Da
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ダースー

どうせ住むなら憧れの一軒家。

-E

di

to

編集長の

自分たちが思い描く理想の家を作ることに決めました。

r’s
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せっかくのはじめての家づくり、右も左もわからぬ私の奮闘ぶりを
これから湘南で注文住宅を建てたいという方の一助となれば嬉しいです。

工務店の専属建築家と二人三脚で試行錯誤しながら
全体のデザインが完成。

B Y T H E S E A . o n l i n e 編集長ダースーの

「はじめての家づくり」

vol.03 着工編

さあいよいよ着工！ とその前にまだまだやることがあります。

途中経過は
こまめにチェックすべし！
練りに練った設計、これで完璧！と思っていても、
実際に形になっていく姿を見ると、あれ？イメー
ジと違う。ということがあると実際に家を建てた
ご近所さんから伺っていたこともあり、割とまめ
に足を運びました。
設計段階では会話に上らなかったので想定して
なかったのに、ここにこれを使うのは知らなかっ
た！ なんてことも。
家のパーツは何百、何千とあります。全てを自
分たちで選ぶには膨大な時間と知識が必要に
なってしまうので、中には工務店さんのチョイス
今回お世話になった辻堂のホームビルダー、バウムスタンフ
の皆さん、専属建築家の安達剛さん立ち会いのもとめで
たく引渡しとなりました

で採用されるパーツもあり、場合によっては意
我が家の場合は。
。残念ながら強度が足りずに
追加工事が発生しました。
スケジュールとしては見込んでいただいていた
ので完成が先に伸びることはありませんでした
が、費用は数十万円上乗せに。！涙

で、気がついたらきちんとお伝えすることをお勧
めします。
もちろん、すでに間に合わないこともありますが、
一生に一度のマイホームです。できる限り妥協

そして、水道ガスの引き入れもありました。

したくないですよね。

元々が駐車場でしたので、地下に引き入れがな

納得の家づくりには
パートナー選びが最も重要

く、新たに引く必要がありました。ここでも少し
費用が追加されます。
家を建てるにあたって、選んだ土地によって別
途かかる費用、逆に軽減される費用があること
を知りました。
家の設計段階で抑えられるコストは頑張って抑
えておいてよかった。と改めて感じた瞬間です。

梅雨着工にもメリットが？

私たちの場合は想定外の出来事もありませんで
したし、設計士さん側でチョイスいただいたパー
ツでイメージや費用、機能が合致しない点は一
つもありませんでした。
それは、施工主が気になるであろうポイントを完
璧に熟知されているので、すでに設計段階で確
認が済んでいたからだと、後になって気がつき

想定外の追加費用も
想定しましょう。

ついに着工です。梅雨のスタートとなったので

ました。

建築の進行に少し不安がありましたが、梅雨に

改めて、信頼できる設計士さん、工務店さん、

まずは地盤調査です。建物を建てても問題のな

は梅雨のメリットがある、と設計士さん。

大工さんに巡り会えてこその納得の家づくりが

コンクリートは梅雨時期に流し入れたほうがしっ

できる、夢を形にしてくれるのはパートナー次第

い強度があるのかをチェックし、強度が足りな
い場合は地面に下地を入れて補強をする工事
が入ります。
こればっかりは調査してみないとわからないそう
で、強度が足りない場合は追加で費用が発生し
てしまいます。
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向とあわないケースもないわけではないようなの

かりと固まり、強度が増すのだそう。家の土台と

だと感じました。

なる下地はこれで安心です。

そして 2019 年 9 月末。ついに、夢と希望をたっ

梅雨から初夏にかけての工事は大工さんにご負

ぷり詰め込んだ理想の家の完成です。

担をおかけしましたが、何度も冷たい差し入れ

次号では外構、
内装、
DIY の様子をお届けします。

を持って応援に出向き、進捗状況を伺いました。
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バイザシー freeは
2020年1月から隔月（奇数月）で
発行いたします。
次号VOL.０７は

２０２０年１月下旬を
予定しております。
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1 逗子、葉山エリア

ハウスモリー
興和住宅販売㈱
住和不動産㈱
石渡ホーム
キリガヤ本店なぎさ橋珈琲
湘南葉山不動産
BEACH葉山アウトドアフィットネスクラブ
FISH&CHIPS ザ・ガゼボ
港の灯り
葉山珈琲パッパニーニョ
インド料理ロイヤルパラソル
イヌイットコーヒー
鐙摺食堂
レストランラ・マーレ
タントテンポ
風早茶房
北インド料理あっぷガール
Board Sailing YT&M
サニーファニーデイズ
dark arts coﬀee japan
葉山家具
VAMONOS
一色 BOAT
げんべい
南葉亭
スターホーム
佐久間不動産
サンルイ島
葉山セレクト innocene
おせっかい食堂 KAINA
レッドロブスター
umibe café
福来成

2 鎌倉エリア

カフェ ヨリドコロ
鎌倉 R 不動産
STOVE
セブンイレブン鎌倉七里ガ浜店
ブルーホライゾン
ル・ミリュウ鎌倉山
イタリアン ESSELUNGA
HUNTER
ダブルドアーズ七里ガ浜
明治地所鎌倉駅前店
明治地所鎌倉シーサイド店
ペルシャ絨毯の店シャーロム

free 設置店（5 冊以上設置店）
順次
拡大
中
です

ココハウス鎌倉本店
カフェヴィヴィモンディモンシュ
コペン ローカルベース鎌倉
かまくら長谷食堂
ビゴの店モン・ぺシェ・ミニョン
J.S STAKE STAND
クレープ コクリコ
CHABAKKA tea parks
かかん
GROVE KAMAKURA
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3 横浜エリア

元町ショッピングストリート商店街の一部
7 2
6 8
1
家具蔵元町店
4
PIZZA MYRO
GALLERY SUSHI STAND SABURO SUSHI AMANE
横浜ブリキのおもちゃ博物館
cafe はらドーナツ
横浜ナポリタン PUNCH
JINEN SORCE
6 平塚・大磯エリア
天ぷら天咲
ドミンゴサーフショップ
ブルーブルーヨコハマ
ジャックカフェ
ザショップ
BAR&RESTAURANT
ROCK DANCE
H１CAFE

4 小田原市・湯河原エリア

アップルパイ AKITA
日本サーフアカデミー
城山カフェBOSS
湘南リビングセンター
roots
珈琲館豆の樹
城山 CAFE
ふらんす食堂ビストロローヤル
イタリアン料理 KURAMA
Cross Roard、Dining NICO
どすこい力士食堂
BLEU COFFEE STAND & BAR

5 横須賀エリア

マリンアンドファーム
佐島かねき
ぱん芦兵衛
かねよ食堂 ,
Green base

7 藤沢・辻堂エリア

フォーシーズンズランド藤沢店
小田急不動産
三晃商事
明治地所湘南店
明治地所藤沢店
トラストデザイン
センチュリー２１リアルネット
小浜土地建物
東宝ハウス湘南
ティーズハウジング
アイナジャパン エステート
神奈川地所
ステイ湘南
８ホテルカフェ
TRUE SURF
USA サーフ
コーストラインサーフ
ホットドッグカフェ umie
アクティブガーデンラグーン湘南
パンステージ・リップル
GUARD CAFÉ、ON THE PIG S BACK
マーボロイヤル

5
10

ゴッデス辻堂店
Hair&Beauty attrait
レストラン＆カフェ JAMMIN
HOBIE SURFBOARDS JAPAN
cafe Hitte
藤沢ヴィーナス
Y S
神奈川エコハウス
BYCYCLE SALES ＆REPAIR SBC
Counter Attraction
レストラン Riche
LANAI MAKAI
とんかつ大関

8 茅ヶ崎エリア

明治地所茅ヶ崎店
明治地所茅ヶ崎北口ハウジングプラザ店
センチュリー２１ハートランド
ホームメイト茅ヶ崎駅前店
センチュリー２１
三井リハウス
東急リバブル
スカイホーム
住地総建チーム
フォーシーズンズランド茅ヶ崎本店

本誌を設置していただける企業、ショップ、施設の皆様へ
東京、横浜、湘南、千葉エリアで本誌を５冊以上設置していただける企業、ショップ、施設の
ご担当者様は右記までご連絡をお願いいたします。詳細をお知らせいたします。

定期購読

9 東京エリア

代官山バル リビング
garden
ura 庭
8528
SUN 2 DINER

10 千葉エリア

カワイサーフギャラリー
テラットリア・イマムラ
ノンキーサーフ＆スポーツ
MONKEY S CAFE
MW サーフショップ
リッキーズサーフショップ
ボンドサーフ
キーンズサーフレイジ
アーゴプロジェクト
TANY SURF
トパンガ、ボンドバルーン

電話でのお問い合わせ

０４５−２３２−４３７０
インターネットからのお問い合わせ

https://bythesea.online/contact/

『BYTHESEA free』を毎号お届けいたします。

本誌を全国各地へ毎号お届けいたします。
便利な『定期購読』をおすすめいたします。
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小川道場
稲岡ハウジング
ネイティブキャラバン
カッシーノ
インド料理メノン
アメリカンハウス
AXLE、PHAROS
ゴッデスインターナショナル本店
RIKI RIKI DELI
フリュードパワーサーフクラフト
HOSOI SURF
スポーティフカフェ
MAR-VISTA GARDEN
サッポロ軒
キラーサーフ
DOG ROCKET
ムラサキスポーツ茅ヶ崎南口店
多国籍酒場 SITA
いただきます食堂
Bals
Dinner DIGIN

SIMPLE
ボンド SURF
P.D.SURF
DEEP SURF
HULA CAFE
オアシス＆アラソアン千葉東浪見店
波乗不動産
CHIKEN&CHIPS
一宮不動産
カリフォルニアハワイプロモーションCHP 本店
ケニーサーフクラフト
シークエンスサーフストアー
TED サーフショップ
HOTEL THE BELLE グループ
umi の ouchi、surf garden
マカイ鴨川リゾート
BRAVE SURF
HIC
MOANA COASTAL SURVICE
ROUT 59
WREATHS
YR
U4
PATAGONIA
ジェイズサーフショップ
FUSION
PAR SURF GARAGE
カフェ ディマンシェ
BLG MAMA S CAFE
THE OFFING
GRACE SURF
CANA（カーニャ）
かねよ食堂、KOBUTA
EBIYA CAFE
女良食堂
MENCORO
COFF ICHINOMIYA
かぶと虫
小池食堂
栄利
ちーえん
福満多
Ethnic Cafe Clover

１年間６冊分 1,500 円

オンラインからお申し込みいただけます。 お問合せ https://bythesea.online/contact/

消費税
送料
手数料込
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2019 2020 年は海のそばで暮らしませんか
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