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定期購読

本誌を設置していただける企業、ショップ、施設の皆様へ

『BYTHESEA free』を毎号お届けいたします。

１年間６冊分  1,500円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。

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。

オンラインからお申し込みいただけます。

消費税
送料

手数料込

お問合せ  https://bythesea.online/contact/
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https://bythesea.online/contact/

電話でのお問い合わせ

インターネットからのお問い合わせ
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バイザシーは隔月（奇数月）で発行いたします。
次号 VOL.08 は 2020 年 3 月下旬を予定しております。

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/

湘南ゴールドラッシュ
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」
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いま、小田原に惹かれる理由
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？
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はじめての
 [ 海のそば暮し ]

2020 年は、
海のそばで暮らしませんか？

Beautiful Coastal Life Beautiful Coastal Life
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スタンドアップパドル
＜ SUP ＞で海を楽しもう。
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。
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湘南の家づくり
[ 海そば移住 ]を計画する前に
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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！

オリンピックイヤーでもある 2020 年がと
うとう始まりましたね！
みんなのワクワクがグッドバイブスになっ
ている気がいたします。
1 月もあっという間に終わりですが、みな
さまの日々はどのような希望に満ち溢れて
いますか？　人生楽しんだもん勝ち、とい
う言葉があるように、毎日明日の訪れを待
ち望む生き方であって欲しいです。
さて、昨年 3 月末に立ち上げた乳がんプ
ロジェクト「Sunshine Project」もまもな
く一周年を迎えようとしています（気が早
いです）。でも無事みなさまのサポートも
あって、今年も「コンプレックスをチャー
ムポイントに変える」そんなコンセプトの
もと、新作のアパレル達の製作に取りかか
れています。
今年も少量ですがビキニ、下着、アパレ
ルと新作をお届けいたします。また、プロ
ジェクトを直接体感してもらいたい！とい
うイベントも開催を予定しています。

まず一つ目は来たる 2 月 18.19.20 日にパ
シフィコ横浜で開催される、サーフィ
ン、スケートボード、スノーボード、ア
ウトドアのライフスタイルを愛するメー
カー達が一堂に介する巨大トレードショー

「INTERSTYLE（インタースタイル）」に
Hello Sunshine Project のブースも登場し
ます！　
オリジナルブランド via Bella の新作アイ
テムはもちろんですが、ほかが超豪華！　
プロジェクトに賛同していただいた方々の
作品が販売、受注可能になります。HSP
とのコラボ商品はもちろん、写真家、画家、
ヘルスアイテムなど、アパレルだけでなく
様々なジャンルのアイテムが並びます。ま
さに HSP のテーマそのもの。入場無料で
誰でもご来場いただけますので、会いに来
てくださいね！
　ブースの商品内 容については HSP
の HP をチェックしてください！ Hello 
Sunshine Project で検索です！　また、5

月 23、24 日の週末に HSP リトリートを千
葉県の九十九里海岸にある可愛いコテー
ジで２日間開催いたします！　Yoga,Surf
,Food,Beauty,Health,Music と最高にキラ
キラ輝ける２日間を共に過ごしませんか？　
チケットの販売は Hello Sunshine Project
のオンラインストア　via Bella store で行
います。こちらも HP で Info いたしますの
で、ひとまず日程を開けていてください！　
両イベントで皆様とお会いできるのを楽し
みにしています！

文＝堀内尚子

『 2月18日からはじまるインタースタイルでお会いしましょう』[ 海のそばで暮らしたい ]
を計画する前に

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た時には、少し立ち止まって
考えてみましょう。経済的な基盤、仕事への影響は大丈夫？
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、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いますから、いろいろな体験談を聞いてみるのもいいですね。

経 済的基盤をしっかりと計画する

[ 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は、ある程度覚悟することも大切です。

自 然環境と親密にならざるを得ないことを覚悟する

移住となると直面するのが [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。

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

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。
素材は北国と南の地域、山と海側でも大きく変わるはずですから、全国統一の資材では自然環境に対応できるは
ずがありません。
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ん。その点、
各地域で長年家づくりをされている地場の工務店や建築家は、地域の特性をよくご存知です。

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

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もどっていく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。

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

[ 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、催物や共同作業などを通じて、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。
とく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。

郷 に入っては郷に従う
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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。

階段には無限の可能性がある！　そんなこ
とを考えながら家づくりをスタートしてみ
てはどうでしょうか。
普通家の間取りを考える時にはリビングや
水廻り、その他部屋や収納などを考えて
いきます。そして余った所に階段を持って
くることが多いのではないでしょうか。
でもここで階段の気持ちを想像してみま
しょう。リビングの床や壁などは家族みん
なが立ち止まって見ることがあると思いま
すが、階段は毎日みんなが何度も登り下り
するのに、ただの通過点として扱われてい
ます。みんなの体を大事に支えている部
分なので、実は家の主役になってもいい存
在だと思います。まず階段！　そこから間
取りを考えてみるのはどうでしょう。
そして階段には無限の可能性があります。
まず一般的な家では木で囲うように作りま
す。また階段下のデッドスペースを収納に
することも多いでしょう。
オシャレな階段というと、ぐるぐる廻る螺
旋階段や、つま先が当たる部分がないス
ケルトン階段などさまざまなオシャレ階段
があります。
特徴的な物では踏板が壁から飛び出して
いる階段なんて物もあります。どんな階段
が自分に合っているか、デザインだけでな
く、実用性も考えて、足を乗せる部分の踏
板の奥行きや 1 段の高さなど基本的な部
分から、踏板の種類、木の場合はどんな
材種にするか、スベリ止め加工のミゾは必
要か、また階段で転んだことを考えて直線
ではなく廻り階段にするか、その場合何段
で廻るかで歩きやすさが大きく変わること
など、細かく考えていくと、決めなければ
いけないことは本当に沢山ありますが、多
くの家づくりでは、階段についてほとんど
打合せされていないことが多いのは、階段
好きな自分としては悲しいことです。
例えば玄関を開けて階段が家の顔として
ドーン！　と構えていることや、リビング
のド真ん中に螺旋階段を持って来て空間
を楽しんで見るとか、ヨーロッパのお城の
ように吹抜けから緩やかなカーブを描いて
降りてくるスター気分を味わえる階段にす
るとか、想像すると楽しくなってくること
でしょう。
日本の住宅の場合、土地の面積の問題も
ありお城のような階段はなかなか難しいか
もしれませんが、今までにないアイデアで

日本の職人の技術を使えば、夢のような階
段が出来上がることも可能です。また階段
とは空間と空間の架け橋、1 階の物語と 2
階の物語をつなぐとても大切なアイテムで
す。
ぜひみなさんも家づくりを始める時は、階
段が主役になるような家を建ててみてはど
うでしょうか。

文＝玉造清之

『 階 段 』

無料相談会  受付中
工務店選びや土地探しの不安やお悩みは、
経験豊かなアドバイザーに
無料でご相談いただけます！

湘南・横浜・千葉房総
工務店 建築家 土地探し

各地に多数ある工務店の中から、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見積り価格の精
査、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。面談後のご判断伝達も
代行します

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

1

2

3

4

5

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

家づくり工務店３社コンペ
有力工務店3社による「トリプル・プランニング・コンペ（TPC）」で、
施主様に120％満足していただける建築プランをご提供いたします。

こんなお悩みはございませんか？ トリプル・プランニング・コンペのメリット

大切な家づくりのそんなお悩みを解決します！ お申し込みから決定までの流れ

●自分のイメージに適したビルダーがどこなのか分からない。
●お断りするのが億劫で複数のビルダーに相談したいができない。
●知見がないためビルダーの言いなりになるのが怖い。

1. ご希望に合いそうなビルダー候補 3 社から最適な 1 社を厳選できる！
2. ヒアリング実施からビルダー 1 社を決定いただくまですべて無償！
3. 知見豊富なバイザシーが施主様をサポートするので安心！

●�ご希望の建築プラン条件やイメージ、ご予算などをヒアリングさせていた
だき、バイザシーの持つ数多のビルダーネットワークから施主様に適した
ビルダー候補を複数ピックアップいたします。

●�落選ビルダーへのお断りは、バイザシーからご連絡させていただくことに
なりますので、引け目や精神的ストレスを感じず気持ちよく家づくりを始
めることができます。

●�何かお困りや不安などあれば、バイザシーがこれまで培ってきた家づくり
のトレンド情報や知見を元に、第三者視点から施主様に寄り添った的確な
アドバイスをさせていただきますので、心配はご無用です。

1. お申し込みフォームよりお申し込み

2. 事務局によるヒアリング日程の打診

3. ご予算や趣味嗜好のヒアリング

4. 工務店候補複数社をリストアップ

5. 候補 3社を選定し、ヒヤリングを実施

6. 候補 3社のプレゼンテーション実施

7. 工務店、建築家を決定

※お申し込み条件：関東近圏で 1年以内に建築着工ご希望の方のみとなります。

キリガヤ、バウムスタンフ、Y‘s、solasio、楽居、神奈川エコハウス、スターホーム、
湘南リビングセンター、KIBARI、ジネンジャパン、神崎、つるおか工務店、アーゴプロジェクト

参加工務店
（順不動）
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＜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/

店舗DATA
佐助カフェ
敷地面積／162.82㎡（49.25坪）
延床面積／102.67㎡（31.06坪）
　　構造／木造2階建（在来工法）
　　　　　店舗併用住宅
設計・施工／株式会社キリガヤ

■MATERIAL
◎外部仕上げ
　屋根／ジンカリウム鋼板
　外壁／モルタルリシン吹付仕上げ
◎内部仕上げ(店舗部分)
　床材／1F�モルタル金コテ仕上げ、
　レッドパイン�
���壁／天然スタイル土壁、
　一部/塗り版築仕上げ
���天井／天然スタイル土壁、
　一部杉パネリング�

❶鎌倉の銭洗弁財天に続く小径にある「佐助カフェ」。大屋根と手入れの行き届い
た広いお庭とテラスをみつけると、思わず足を運んでしまいます
❷�店内は通りを眺める空間と奥の静かなゾーンに二分されています
❸店内奥のゾーンはモルタルの壁に書棚を設置してゆったりとした時間を過ごせ
るから、「ぜひ女性の方おひとりでもくつろいでほしい」と話します
❹通りに面した空間はエントランスの大屋根の下、お庭とテラスを楽しめる明るい
空間となっています
❺モルタルの壁面に書棚を設置して素敵な空間に。滅多にお目にかかれないよう
な貴重な書籍や雑誌を楽しみながら過ごせます
❻葉山の[イヌイットコーヒー]でオリジナル焙煎されたコーヒーはオーナー自ら丁
寧にドリップで提供。地元鎌倉の食材を使った手作りのお食事もオープンキッチン
でつくられます
❼左官で仕上げた版築デザインはこのお店のポイントの一つ。土の温かみを感じ
てゆったりとした時間を過ごせるようにとのオーナーの願いが込められています
❽奥様の陶芸作品が並ぶギャラリースペース。お店で出されるカップやお皿はそ
の作品が中心。また創作活動を行うアーティスト達の作品展示の場としても提供さ
れています。
❾お手洗いのボウルも奥様のオリジナル陶芸作品です

写真
粗挽きビーフキーマカレー¥1,200
お店のキャラクター、サスケくんの焼き印が
押された佐助焼き¥400
佐助ブレンドコーヒー��¥500

鎌倉駅西側「銭洗弁財天」につづく小径は参拝者やときには大勢の修学
旅行の学生たちで賑わっています。その途中に「佐助カフェ」があります。
大屋根を支えるように力強い木組みのエントランスとテラス席もある広
いお庭は、自然と道ゆく人の視線を集めます。
店舗のような大きな空間は、強い構造体を作り出す構法が必須ですが、
扉を開けた瞬間に、高い天井の大空間に包み込まれるようです。戸外か
らの光をふんだんに取り入れた店内はとても明るく、モルタルの床、鏝
仕上げの白い塗り壁と版築の壁が、コーヒーを味わいながら鎌倉を満喫
するには最適な空間を演出してくれます。
オーナーの島崎亮平・ひとみさんご夫妻は、奥様が陶芸、ご主人がアー
トと書物収集をご趣味とされており、こうした落ち着いた空間が完成し
ました。その演出にはキリガヤの豊富な経験値が生かされています。
ときには賑やかな大通りを離れて、静かな小径に佇むカフェで、四季の
移ろいを感じてみてはいかがでしょうか。

❶

古都の趣と現代的な都市文化が同居する鎌倉。
ここに 2019 年秋、書物や陶芸品をエッセンスに落ちついた空間を提供してくれる

「佐助カフェ」がオープンしました。
オーナーのご自宅と同じく、木の家づくりを標榜するキリガヤがその空間をプロデュース。
地元のかたがたにも愛されるカフェでありたい、オーナーのそんな思いが詰まった空間です。

神奈川県鎌倉市・佐助カフェ
撮影・取材◎ワイズクリエイティブオフィス

湘南の家づくりVOL.17

佐助カフェ
（住所）書鎌倉市佐助 2-18-15
       　JR 鎌倉駅西口から徒歩約15 分
       　TEL.0467-55-5226

（営）11:00 ～日没まで 休業日不定期

❷ ❸

❹

❺

❼

❻

❽ ❾
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逗子・葉山・鎌倉は山や海に囲まれ、自然を満喫できる素晴らしい土地。「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」明治 15 年に創業し 130 年以上の長い歴史の中で、木の良さと「無

垢の木を活かした家づくり」を提案し続けるキリガヤ。立地によって大きく変わる風向きや湿度、湘南地域の特色を熟

知し、地域密着だからこそできる家づくり。「木とともに暮らす」〜それはキリガヤが求めつづける湘南の暮らし方です。

〒249-0002　神奈川県逗子市山の根1-2-35
TEL:046-870-1500（代表）　FAX:046-870-1501
URL: http://kirigaya.jp/

< 取材協力 >

葉山町 K 邸 葉山町 F 邸

逗子市 N 邸 逗子市 H 邸

建築家の施主とキリガヤのコラボ作品、
葉山の風景にみごとに溶けこんだ家。

遊び心と暮らしを楽しむための
アイデアが功を奏した

「男が惚れる木の住まい」に人気集中です。

家と庭が一体となって「家庭」が
うまれるといわれますが、
住まいはさらに街と一体になって、
美しく完成します。

二つのご家族のつながりをウッドデッキが担う。
姉妹２家族のちょっと素敵な関係です。

大開口のサッシと吹抜けの組み合わせが、景色とともに光
と風を取り込む装置として絶妙に機能しています。さらに
床暖房や薪ストーブを備え、四季を通して快適に暮らすた
めの工夫が満載で、なにより肌、目に触れる素材感が心地
よさを増幅させてくれます。建築家であるお施主様の志向
が見事に形づくられた住まいです。

安定感のある黒が印象的な外観は、日本的な美しさを醸し出
す。テラスコートを建物の一部として取り込み、雨天でも利
用が可能。さらにテラスはそのままデッキへとつながり、内外
一体化した解放感が生活に潤いを与えてくれます。日々の暮
らしを想像しただけでわくわくする「男が惚れる木の家」です。

木陰がさわやかな風を生み出す、庭に植えたシンボルツ
リーの“ヤマボウシと外観はこの家の象徴として道行く人
の足を止める。１Ｆリビングの天井高は約４Ｍ。吹抜け同
様の開放感は圧巻。高窓からの日差しと風は一年を通じて
心地よさを運んで着てくれる。エアコンに頼ることなく、
快適な暮らしを実現しています。

大きな吹き抜けを配しているリビングはとても自由な空間
でもあり、リビングの先で繋がるフラットなウッドデッキ
を姉妹 2家族が共有することで、さらに贅沢なひろがりを
演出してくれています。気持ち良い暖かな季節には、互い
の家族がお料理を持ち出して楽しい時間も共有できそう。

■敷地面積／150.64㎡（45.56 坪）
延床面積／101.00㎡（30.55 坪）
1階／ 52.17㎡（15.78 坪）�　2階／ 48.83㎡�(14.77 坪 )
構造／木造 2階建て、2LDK　
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／高透湿性無機質仕上げ材／杉材サイディング張り
床材／1F：アッシュ三層床暖房対応フローリング
　　�� �2F：杉フローリング
壁／クロス仕上げ
天井／クロス仕上げ／杉板張り

■敷地面積／�338.97㎡（102.53 坪）
延床面積／109.30㎡（33坪）
　　　　1階／�79.49㎡（24.04 坪）
　　　　2階／�29.81㎡�(9.01 坪 )
構造／木造 2階建て、2LDK
設計・施工／株式会社　キリガヤ　
屋根／ジンカリウム鋼板
外壁／モルタル吹き付け
床材／オーク無垢フローリング�15㎜
壁・天井／エッグウオール

敷地面積／178.75㎡（54.07 坪）
延床面積／125.14㎡（37.85 坪）
　　1階／ 57.13㎡（17.28 坪）
　　2階／ 54.83㎡（16.58 坪）
　　構造／木造 2階建て、3LDK
屋根／ガルバリウム鋼板葺き
外壁／軽量モルタル左官仕上げ、一部　レッドシダー張り
床材／1、２Ｆパイン材　20ｍｍ
　壁／ルナファーザー仕上げ�一部�ヘムロック羽目板張り
天井／ルナファーザー仕上げ　一部�パイン羽目板張り

敷地面積／143.51㎡（43.41 坪）
延床面積／122.96㎡（37.19 坪）
　　　　1階／ 68.31㎡（20.66 坪）
　　　　2階／ 54.65㎡（16.53 坪）　　　　　　
　　構造／木造 2階建（SE構法）3LDK
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／軽量モルタル左官仕上げ、
　　　一部　レッドシダー張り
床材／オーク無垢フローリング�15㎜厚
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海近暮らしの
はじめかた講座

バイザシー 創刊１５周年記念

取材・藤原靖久　撮影・山本倫子

「海のそばで暮らす、移住のためのテキストブック」をテーマに
創刊１５周年を迎える小誌バイザシー 。
2020 年は、素敵に移住をされた先輩たちの暮らしをご紹介していきましょう。
第１回目のゲストは東京から秋谷へ移住された焚火の達人、寒川一さんをお迎えします。
＊ 　　　　　　　＊
三浦半島で建物も跡形も残さない海辺のカフェがあるという、
それがまるで都市伝説のように語られている「焚火カフェ」。
焚火をしてただじっと過ごすという「サボリ」の装置を仕掛けているのが、
焚火の達人、寒川一さんです。
地球上のすべての人類は、「火」を起こして生活しながら、火を見て安らぎを覚え、
安寧を願って子孫をつないできましたが、
いま私たちの生活の中で直火に触れることは、ほぼなくなりました。
砂浜で揺らめく炎は、わたしたちになにかを伝えようとしているようです。

第 1回：寒川一さん

焚き火の達人



12 13

焚き火で焙煎した淹れたてのコーヒーと焼きリンゴが、
この日のメニュー

日常を大切に、焚き火はうまく

「サボる」のための装置です。

中学生頃からアウトドアの遊びが好きになり、い
まから16-7 年くらい前、まだ東京・中野に住ん
でいた頃、焚火はおもに焚火台というものを使
わなければならないのだと知り、新宿のアウトド
アショップで購入したんです。それを持って焚
火をしようと、中野や新宿の公園をかなりうろう
ろしたけれど（当然ながら）どこも禁じられてい
ました。それで少し熱が冷めたのですが、その後、
衝動的に三浦半島の秋谷で中古の家を買ったの
です。理由はいくつかあったのですが、一番は
ここで焚火が禁じられていなかったことだった
のです。ですから新宿で購入した焚火台に初め
て火を入れたのもその三浦の海岸だったのです。
２年間くらい、秋谷の家には東京から行き来し
ていたのですが、ほどなくその家に引っ越して
いくことになるのですが、それをきっかけにカ
ヤックとか都内で封印していた遊びをここです
べて解放したのです。同時に久留和海岸の家か
ら都心に通うという仕事を全部やめてしまいま
した。それで始めたのが３knot( サンノット)と
いうアウトドアショップです。３knotとは大好き
なカヤックのスピードです。お店のコンセプトは
「サボリ」でした。海も山もある環境を、都心か
らもすぐ行ける「サボリ」の場所としたのです。
僕の中では「サボリ」とは、「非日常」であり、
静と動の「静」。じっとしていた方が自然を感じ
られることもあるわけです。動かずしていかに

自然を感じるか、がコンセプトでした。それが
焚火であったし、ハンモック、そして「裏山に
行く」ことなど。そういうことをツアーに盛り込
んでいました。「ハンモックトリップ＝ハンモック
を張る場所さがし」「サンダルアドベンチャー＝
サンダルを履いて裏山を探索する」とか。日常
の延長上で楽しめるアウトドアを提唱したかっ
たのです。結果、そのお店は５年ほどで締める
ことになったのですが（笑）。

火は人の命も奪うし、
人の命を助けるもの
「焚火カフェ」は2006年の葉山芸術祭に参加し
ました。焚火をする２時間ほどのために、何も
建てないし何も残さないあり様が我ながら素敵
だなと（笑）。それが僕のアウトドア感でもある
のですが、気がつけばもう13-14年くらいに経つ
んですね。
その間には2011年東日本大震災があって、多
くの人々の価値観が反転し、「サボリ」とかア
ウトドアを楽しむという言葉を発すること自体
が難しいことでした。しかし冷静にみると、じ
つは震災を通して焚火のニーズは高まったよう
に思います。極寒の中で家が完全に崩壊してし
まいライフラインを失くしたかたや、反面焚火
の周りに人が集まって命が救われたという人た
ちもたくさんいました。
火の持つ両面性、火は人の命も奪うし、人の命
を助けるもの。人にとって大切な要素です。人
間は暮らしの中で、火を起こして飯を炊きお湯
を沸かしてきました。この50年くらいで利便
性を追求する方向に向かっていき、蒸気機関車
や内燃機関、ジェット機が生まれて生活が大き
く変わってきたのですが、それも2011年に終
止符を打った気がします。一度是正すべきだと
いう無情感でした。
でも僕の中で残ったものは「火」だったのです。
それは僕の使命でもあろうと勝手に思うように
なったのです。自分には定年退職はないと思っ
ています。今回のイベントは「火を焚かずして
火を消さない」という作業なので、僕の中では
次のステージだなと思っています。（笑）

根っこから自分を
リセットできるのは火の力
この10数年、火を求めている人が明らかに増え
ていると思います。ニュースでは人の精神が病
んでいる事件が多くなっている中で、かたや火
を求めている人が増えている。普遍的なものを
求めているのかなと思います。
火は人が初めて手に入れたツールだし、何万年

寒川さんが独自に開発した火吹き棒で燃焼を促進する

も前から移ろわない。政治や経済、宗教の力も
超越した自然の力ですから、人は抗うことがで
きない。そんな大げさなことを考えて焚火をやっ
ているわけじゃないのですが、焚火を求めてく
る人たちと接していると、どんどんそんな気持
ちになってくるのです。詮索することはないです
が、会話の中からわかるのは看護婦さんとか普
段しんどいお仕事をされているかたが多いよう
ですね。表層的に映画を観にいくとか美味しい
ものを食べにいくといったことではなく、根っこ
の部分から自分をリセットしてしまうのは火の力
かもしれないですね。
海辺って津波だけでなく、そもそも危険な場所
ですよね。毎年夏の海水浴シーズンで人が亡く
なくなりますが、それでも人はこぞって海に向か
う。それも人の習性でしょうが、海辺は一番心
が穏やかになれる場所なんだろうなと思います。
湘南は東京から近い海辺ということなんだと思
います。会社をサボって海へ行くなら湘南だろ
うと。日常と非日常の入り口がここにある、その
魅力というのは永遠でしょう。都会で過ごす１
時間とここで過ごす時間とは質量が違うと思い
ます。ですからここに来られる前に気持ちのチェ
ンジをしていただき、存分に楽しんでいただき
たいと思います。

今後のライフプラン
今後もずっと「焚火カフェ」を続けていくこと。
見たいもの、行きたいところのために自分で時
間を組み立てていけるようにしていきたいと思っ
ています。僕は最近北欧に行くことが多いので
すが、温暖化の影響も少なからず感じています。
姿を変えないうちにグリーンランド、アイスラン
ドに一度行って見たいなと思っています。もっと
好奇心のおもむくままに極地などを訪れてみた
いと思っています
残りの人生でなにを見て、次の世代になにを伝
えるかということに時間を使っていきたい。こ
れからを生きる子供たちのために、持続可能な
環境づくりのためにはどうすればよいかを考え
て時間を使っていきたいと思っています。

寒川一さん
アウトドアライフアドバイザー。
焚火カフェ主宰。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。鎌倉のアウト
ドアショップ「UPI�OUTDOOR�
PRODUCTS」のアドバイザー。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）「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

主催：バイザシーマガジン、YKライフマーケティング、R３１４ワークス

“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
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。
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
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
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。

[ 海近暮らし ]をまえにして、
体験意識を持って暮らしてみる１日イベントです。
仕事のことや子育て、住まいのことなど、
まだわずかな心配や不安をお持ちのあなたに、
そんなモヤモヤを解消できるきっかけになる
１日かもしれません。ご参加お待ちしております。

2020年2月22日（土）

あの日の焚き火をリビングに

ペレットストーブの
アールサンイチヨンワークス

W W W . R 3 1 4 W O R K S . C O M

〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢3-20-6 
☎ 046-815-0590　　hiro@r314works.com

海辺の街のデザイナーズ賃貸
http://zushi.style/

お申込みは
オンラインから
どうぞ

第１回 海が見えるお部屋で炎のリズムでゆったり過ごす一日

海近暮らしのはじめかた講座

ゲスト　寒川一さん
会　場　葉山町堀内海が見えるお部屋
　　　　（ご参加の方に詳細をお送りします）
開　場　15 時　　開  演   15 時 30 分～夕暮れまで
募　集　10 人様限定
参加費　1,500 円（コーヒー、焼き菓子をご提供）
内　容　葉山の海が見えるお部屋で、スウェーデンのフィーカを楽しむよう
　　　　にペレットストーブで暖をとり、移住と焚火、寒川さんの楽しくて　　　
　　　　貴重なお話を伺いましょう。
お申込み　オンライン「イベントお申し込み」からからどうぞ。お名前、ご住所、
　　　　　ご連絡先、参加人数をお忘れなくご記入ください。
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神奈川県川崎市宮前区
鷺沼2-19-4�Saginuma�Hills401����
TEL.0120-552-970

＜取材協力＞

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。

❶「軽やかだけど存在感がある」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
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
❾２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。
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

DATA
神奈川県鎌倉市F邸
敷地面積／214.21㎡（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

MATERIAL
◎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／ビニールクロス　�天井／ビニールクロス

❽

❾

❿

⓫

⓬

キバリ

　ご主人が「家づくりに国産材を使用すること
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
を体験してきた。そんな折、鎌倉市のおよそ
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
おり、「裸足で感じる木肌の感触、子どもと転
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。
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。

湘南の家づくり
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

❷

❹ ❺

❸ ❻

❼

湘南ニュースタンダード
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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

❶�❷横浜市の閑静な住宅街で銀黒のガルバリウム鋼
板を採用してシンボリックな外観を見せるO邸
❸�❺南側に面した1階テラスはルーバーで囲まれ、リ
ビングと一体化したアウトドア感覚の空間をつくり出し
ています
❹エントランスは建物側面駐車スペース側から緩やか
にアプローチします
❻リビングの南面は大きな吹き抜けを設けて、テラスか
ら連続する開放的な空間を確保しています
❼吹き抜けに面した居室は将来的には分割できる子
供部屋を想定しています。窓を開けると１階リビングと
つながります
❽リビングの南側を吹き抜けとしたことで、冬はリビン
グの奥のキッチンまで明るい日差しが入ります
❾主寝室は勾配天井に自然素材の米ツガ羽目板を採
用して健康的で清涼感ある空間に。２階テラスに向い
た小窓を設置したカウンターデスクは明るいワークス
ペースになりました
　１階南側吹抜けからリビングと２階子供部屋を望む。
造作キッチンと背面ボード、床材と統一された色調と、
各引き戸に透明ガラスを採用したことで視界が広がり
開放感を確保しています

DATA
神奈川県横浜市O邸
敷地面積／125.01㎡（37.88坪）
延床面積／99.92㎡（30.22坪）
　　　　1階／56.04�㎡（16.95坪）
　　　　2階／43.88�㎡�(13.27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／2LDK
設計／（有）HAN環境・建築設計事務所
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
◎外部仕上げ
　屋根／ガルバリウム鋼板葺
　外壁／ガルバリウム鋼板葺＋唐松縁甲板貼自然塗料
◎内部仕上げ
　床材／バーチ材無垢フローリング貼
���　壁／ルナファーザ＋デュプロン（自然塗料塗装）
　天井／ルナファーザ＋デュプロン�、米ツガ羽目板貼
　その他/1階床下暖房：躯体蓄熱式床暖房（BE-LINK）

＜取材協力＞

❻

神奈川県横浜市 O 邸 取材協力◎（有）HAN 環境・建築設計事務所　撮影◎吉田誠

横浜市内の閑静な住宅街。南面で公園と隣接する素晴らしい住環境にシンボリックな佇ま
いを見せるO 様邸。設計上南北に長い敷地をうまく活用するために「光と風」というテー
マが浮かび上がります。さらにパッシブな暮らしを楽しむために、家の中全体が暖かくなる
よう計画した躯体蓄熱型の床暖房(BEシステム)を用いて健康的な住まいを実現しました。

❶

❸

❹ ❺

横浜、光と風の家づくり

❼

❽

❾❷

「青葉台の家」は、南側に道路を挟んで公園に面し、春には、公園の桜が室内より楽しめる、ご夫婦と
小さなお子様 2人の4人の家族が暮らす住まいです。１階は、南側に吹抜けをもつLDK、南道路側に
ルーバーで囲まれた広めのテラスを設けて、外に開いたリビング空間を提案しています。
２階はそれぞれの個室とし、南側に吹抜けを設け、日射を１階のLDK奥まで取り込むように計画しました。
また子供室となる２階寝室は、吹き抜けに面して室内窓を設け、窓を開けると１階LDKとつながります。
屋根面・外壁面での付加断熱、ボード気密工法等を採用し、省エネ等級４以上の断熱・気密性能
「HEAT20　G２基準相当」を活かし、躯体蓄熱型の床暖房 (BEシステム)を用いて家の中全体が暖
かくなるよう計画したパッシブデザインの住まいです。
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スターホーム株式会社
〒240-0115�神奈川県三浦郡葉山町上山口1431-1
TEL: 046-876-6776　FAX:�046-876-6948
http://www.star-home.co.jp

❶2階はスキップフロアを採用して、ダイニングと木目
の床のリビングを２つのソーンに作り出しています
❷日中は海からの強烈な光に照らされるM邸。塩害
も想定して外観は特別仕様のガルバリウム鋼板を
採用しています
❸玄関ドアは木目の横張りを採用して個性を主張
しています
❹エントランスはモルタルの土間仕様。黒いオリジ
ナルの鉄階段との相性も良い
❺湘南の海沿いの住まいは、夏は涼しく、冬は暖か
く過ごせることが大切。光と風の取り入れ方でまっ
たく暮らしが変わるようです

❻❿キッチンはトーヨーキッチンスタイルの横長�I
型を採用しました。それに合わせてダイニングテー
ブルと照明も横長タイプのオリジナル仕様で造作
しました
❼海と山に囲まれた環境の中でセンス良くスタイ
リッシュに暮らすMさまご家族。施主の思いと建築
家の意匠、ビルダーの技術力が結実しました
❽バスルームと洗面は清潔感いっぱいに白で統一
しました
❾リビングの片隅、夕日が綺麗に沈む絶好の位置に
縦長の窓を設置しました。ご家族みんながこの光景
が自邸の中でも絶景ポイントと話します

DATA
神奈川県鎌倉市M邸
神奈川県鎌倉市M邸
敷地面積／131.85㎡（39.95坪）
延床面積／94.89㎡（28.75坪）
　　構造／木造軸組在来工法
設計／バロックデザインワークス
施工／スターホーム株式会社

MATERIAL
◎外部仕上げ�
　屋根／ガルバリウム鋼板
　外壁／ガルバリウム鋼板
◎内部仕上げ
　床材／イクタ・銘木フロアーラスティック、ナラ�
　壁／ビニールクロス貼り�　��
　天井／ビニールクロス貼り

＜取材協力＞

建築家と建てる家は、施主の住まいへの思いと
施工ビルダーの技術力が三位一体となって素
晴らしい空間をつくり出します。現在の住まい
の近くで賃貸マンションに住んでいた施主のM
様は、海と山があるこのビーチ沿いに土地を求
めていました。建物はガルバリウム鋼板の外壁
でシャープなデザインを希望されたそう。
木目の扉を開くと、そこはまるで美術館を訪

れたようなモルタル仕上の土間のエントラン
ス。1階各居室の扉を白で統一しているから
天井、壁と一体となった白い空間と黒い階段、
グレーの床がゲストを招き入れます。
ご家族の生活の中心は 2階リビング。その奥
で夕日が海に沈む一角が大きな開口部として
切り取られています。休日には朝からブレイ
クする波を見つめ、午後にはキラキラと輝く

海面を、そして美しい夕日が沈む。そんなな
にものにも代えがたい光景は、ご家族のオン
とオフを切り替えてくれる宝物でしょう。
湘南の住まいには、こうした光と風を読み込
んだ設計が必須といわれます。白と黒とグ
レー、主張しすぎない室内デザインと自然な
環境を取り入れた設計施工が、唯一無二の癒
しの空間を創り出していました。

湘南の家づくり
VOL.18 神奈川県

鎌倉市 M 邸
取材・文◎ワイズクリエイティブオフィス　
撮影◎山本倫子

湘南 COZYスタイル
富士山や江ノ島を背景にして湘南の海岸線を走
る134 号線は美しく、日本でも稀有なパシフィッ
クハイウエイ。そんなドライブコースにほど近い
住宅街に建つ M 邸は、そのスタイリッシュなファ
サードで目を惹きつけます。クールな外観ですが、
そこにはご家族の住まいへの思いがたっぷりと
凝縮された心地よい空間がありました。

❶

❷ ❸ ❹

❺

❼

❾ ❿

❻

❽
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＜取材協力＞
株式会社Y‘s（ワイズ）
〒253−0021神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-4-64
TEL:0467–88–3903
http://www.ys-no1.co.jp

音楽を通して知り合ったというご夫妻、共通の
趣味は楽器だけれど、大きな音を出すには都市
は不向き。また奥さまはもう２０年ちかく陶芸
を楽しんでいることも、大磯の街に引き寄せら
れたように思えます。
せっかく自然豊かなこの街で家を建てるなら、
100% 天然素材でつくりたい。当面の安価なコ
ストで作る新建材だらけの家では、この街に住
む価値がない。「家は棚に陳列する商品ではな
くその土地特有の気候風土に合わせた家づくり
が必要」と説く（株）Y’S が、設計施工を担当
することに。
本来日本の家づくりは冬場対策だけでなく日本独
特の湿度に対応する必要があって、海に近く、山
もある大磯の街は、まちがいなくその対象エリア

だから、家づくりには高い断熱、蓄熱性能、調湿
性能が求められることは間違いありません。
庭草のダイカンドラが絨毯のように広がってい
る庭を越えて、木ずり漆喰と天然木の玄関、土
間からリビングに上がれば美しい木目と小上が
りの畳スペース。当たり前だけれど、建物の材
として非天然な材料が見つからない。

「木の香りが清しく、気持ちもなんだか穏やか
になった気がします。この家は『身の丈以上の
家』だと思っていて、まだ未完成なところもあ
るので、自分たちの使い勝手が良い仕様を模
索中です。少しずつ馴染んでいけたらなと日々
暮らしています。完成に持っていく過程もなか
なか楽しいものですよ」と、おふたりの笑顔も
とても「自然」です。

❶よく晴れた小春日和の朝、施主のSさまご夫妻は、庭草のダイカンド
ラが敷き詰められた緑の庭の縁側でくつろいでいます。この天然素材
100％で完成した自邸の心地よさを体感していらっしゃいます
❷土間とリビングを仕切る、美しい木目の天然木板を使った上吊りタイプの
引き戸は、重さが50kg ちかくあるため、相応の施工技術力も求められます
❸赤壁をポイントとしてモダンな演出をしている玄関土間
❹冬と夏の陽の入り方を計算した、深さのある軒。濡れ縁は多少の雨で
も濡れることがない、それも計算済みです
❺リビングに続く大きなキッチンは背面の食器棚ととても使いやすい。
床やキッチン壁面の美しく揃った木目は、厳選された天然木から作り出
すから。こうした感性と技術力がY’S の真骨頂といえるでしょう
❻❼土間を越えて１階リビングへ。高さわずか15 センチの小上がりの畳
スペースが生活する上で、趣を変える。来客ゲストがおもわず腰掛けて
しまう丁度いい高さだそうです
❽晴れた日には燦々と注ぎ込む太陽光を心地よく拡散させ、寒い季節に
は想像以上に断熱性を発揮する障子。夏と冬の温度差が大きな日本で
は、和風だけでなくモダンにも利用できる有効な建具といえます
❾こうして天然素材を１００％利用することで健康的で省エネルギーな
住まいが生まれる。Sさまご夫妻も「木と土が一体化して清しい。夏を
涼しく過ごせたことに驚きました」と話します
❿玄関横には窯を設置して「器のヨ　せいのようこ」として食器などを
作陶される奥さま　Instagram : youko.utsuwa.no.yo
⓫ときにはこうしてご夫妻で西アフリカの楽器を楽しまれています。太鼓はかなり音が響くため、叩く場所には
意外と神経を使う。家で練習する時は太鼓に布を敷いたり小さく叩くなどの工夫をしているそうです

住宅DATA
神奈川県大磯町S邸
敷地面積／260.82㎡（78.89坪）
延床面積／94.62㎡（28.61坪）
　　 1階／65.64㎡（19.85坪）　　　　　　
　　 2階／28.98㎡ ( 8.76 坪)
　　構造／木造（在来工法）2階建 ２LDK
設計・施工／株式会社 Y’S

MATERIAL
◎外部仕上げ 
　屋根／ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　横葺き
　外壁／木摺漆喰+オリジナル掻き落とし仕上げ
◎内部仕上げ
　床材／杉ｔ30
   壁天井／糊土仕上げ
   その他／ 引き戸：オリジナル杉無垢建具
　収納戸：和紙貼  

湘南の家づくりVOL.19 神奈川県大磯町 S 邸
取材・撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

平塚から花水川を越えると空気感の変化を感じます。
西側隣町の大磯はよりいっそう緑に包まれて、ゆっくりと時間が流れる穏やかな環境にあります。
土地探しから始まった家づくり。全国的にも土地価格の高い湘南エリアでは土地の価格は、それでも西に行くほど予算に
近づいていきます。歴史と豊かな環境に囲まれた大磯という選択肢もあることに、あらためて気づかされるのでした。

Y‘s の自然素材の家
づくりがたっぷり読
める「本当の建築塾」
を３名のかたにプレ
ゼントします。P36
をご覧ください

「本当の建築塾」

❶

❷ ❸

❹

❺

❻

❽

❼

❾

❿

⓫
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＜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

❶思わず足をとめてしまいたくなる素敵なお庭と
外観。お庭は施主Y 様がご自分で作り上げたもの
ですが、野ぶどうデザインのアイアン門扉は「好
きなものが見つからないならご自分で作ってみて
は？」とsolasio からの提案で、お友達の力も借りて
製作した渾身の作品です
❷アールが素敵な木製の玄関扉はアメリカからの
輸入
❸キッチン側から見た１階リビング。大きな１枚
板のダイニングテーブルがとても馴染んでいます
❹庭側から室内全体を見た光景。真ん中の白い壁

はリースや写真、フラワーアレンジメントなどの
アート作品を掲示するために広く設定しました
❺玄関側からの光景。木と珪藻土の白い壁がよく馴
染んで落ち着いた空間を作り出しています。春には
お庭いっぱいに緑が広がっていくことでしょう
❻１階キッチンはワークショップとしても利用す
るので、キッチン背面の食器棚は全面扉で生活感
を排除しています。奥の扉も全体のデザインに合
わせてアンティークなものを採用しました
❼玄関とリビングはセンターに壁を設置してゆる
やかに間仕切り、ゲストに大きな期待感を持たせ

るコーナーとなっています
❽寝室クローゼットの木と和紙でできた引き戸
は、前に住んでいたお家から移設したもの。古くて
新しく、もうすっかり馴染んでいます。
❾トイレの手洗いボウルコーナーも木で造作しま
した
❿２階は完全なプライベート仕様。家具は最小限
にとどめてできるだけ空間を確保しました。小上
がりのスペースはゲストにも対応できるようベッ
ドになったり、背もたれとして利用したりと、多機
能に利用しています

DATA
神奈川県藤沢U邸
敷地面積／181.83㎡（55.13坪）
延床面積／101.43㎡（30.73坪）
　　 1階／50.51㎡（15.30坪）　　　　　　
　　 2階／50.92㎡ (15.43坪)
構造／木造（軸組在来工法）2階建 ２LDK
設計・施工／株式会社 solasio

MATERIAL
◎外部仕上げ
屋根／オークリッジプロ
外壁／ジョリパット　マイルドプラスターランダム仕上げ
◎内部仕上げ
床材／1階オーク、2階ウォールナット
壁／１階珪藻土、2階クロス
天井／1階珪藻土、2階クロス

玄関ドアを開くと、アンティーク家具とシッ
クな木の色合いの室内が見事にマッチングし
て、竣工からまだわずか半年しかたたないの
に、もう長年住んでいるかのように感じられ
る Y 邸。

１階はリース作りやフラワーアレンジメント
などのワークショップを開催して人が集う空
間がテーマのため、基本的に１階は土足で過
ごすことができます。白い大きな珪藻土の壁
とシックな木のコンビネーションが落ち着い
てアートに集中できる空間づくりに貢献して
います。アート作品のギャラリーに利用する
ため、木の部分の重心を低くして壁を広く取
る設計も施しました。
１階のもう一つのテーマは趣味（それ以上）
のお庭づくり。じつは門扉から始まり庭全体
をご自分でデザイン、施工されているほどで
す。残念ながら今の季節は緑が少ないけれど、
春にはバラもパーゴラに絡むほどに緑に囲ま
れることでしょう。

一方２階は完全なプライベート空間です。リ
ビングソファーをやめ、椅子とオットマン、
テーブルというミニマムな家具を配置、でき
るだけ空間を残してリラックスできるように
と solasio の提案を受け入れたそう。お友達
やゲストとの会話は小上がりの空間を利用す
ることもできます。
Y 様と solasio が交わした打合せはなんと 42
回にも及んだそうですが、「この家づくりで、
木の良さを実感しました。木がしっくりと馴
染んで、わたしには贅沢すぎるくらい、いい
家だなあと感じています。私のテーマを理解
してくれた solasio に感謝です」と Y 様。リ
ビングから緑いっぱいのお庭を眺める季節
は、もうすぐです。

自然に、
自然と、
暮らす家

湘南の家づくりVOL.20
神奈川県藤沢市 Y 邸

取材・撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

❶

❷

❹❸

❺

「庭とアートのある生活」を大切にしたいと願う施主の Y 様に solasio の出した
アンサーは「木の良さと自分らしい家」のプランでした。注文住宅を建てる時
の工務店選びは、施工と金額のバランスはもちろんですが、施主が持っている
テーマをどう解決して表現してくれるかが一番の大きなポイントです。

❼

❽ ❾ ❿

❻
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バイザシービルダーズクラブの参加している
工務店は、各エリアで長年にわたって数多く
の住宅を手掛け地元でも大きな信頼を得てい
る企業ばかりです。

その特徴は３つ。
地元の自然環境や街並みを大切にするため、
自然素材を中心とした人と環境胃に優しい家
づくりが基本です。さらに施主の家族構成や
暮らしかたを徹底的に吸収して最良のデザイ
ン、設計を組み立てています。
これによってビルダーズクラブの各工務店
がつくる住宅は、高い性能と完璧なアフター
フォロー、そしてなにより長期にわたって高
い資産価値を維持しているのです。つまり高
級注文住宅を演出するプレミアムブランドな
のです。

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
は魅力的です。
横浜エリアは洗練された港湾都市文化とゆっ
たりとした住環境に恵まれたオシャレな街。
つねに住みたい街ランキング上位にランクさ
れているほどです。
また、千葉房総エリアの魅力はなんといっ
てもダイナミックさ。広い敷地に大きな庭と
サーファーズハウス。子育て世代にはまさに
理想的な暮らしです。
わたしたち「ビルダーズ CLUB」は、各エリア
の特性に合わせてワンランク上の不動産・工務
店をご紹介します。あなたのご希望のライフス
タイルに合わせた情報を、コンシェルジュカウ
ンター（横浜元町、葉山町）とフリーマガジン「バ
イザシー」から発信しています。

雑誌バイザシーでは創刊から 15 年以上にわ
たって住宅の取材を実施してきました。その
数およそ 1000 件にも及びますが、そのなか
で得られたそれぞれの地域の気候風土や特
性、資金計画、工務店の特徴、家づくりにま
つわる業界の慣例などのノウハウをお伝えす
ることができます。

本当に良い家を建てていただきたい。移住して
よかった、と喜んでいただきたい。ぜひ私たち
に蓄積されたデータや経験値をご活用ください。

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としてサポー
トします。
家づくりには土地探し、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。

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。当スタッ
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、ご紹介した工務店が合わなければ無
理に話を進める必要はありません。あなたの大
切な家づくりのパートナーとしてご利用くださ
い。もちろんサポートは完全無料です。

ビルダーズクラブではみなさまからのご相
談にお答えするために、横浜元町と葉山町
にコンシェルジュカウンターで無料相談会
を開催しています。完全予約制ですのでま
ずはウエブサイト・お問い合わせフォーム
からお申込みください。皆様のご相談内容
にしっかりお答えできるよう、事前に詳細
をお知らせください。

土地探しから工務店選びまで雑誌バイザシーがお手伝い

ビルダーズCLUB

バイザシー ビルダーズ CLUB は

[ 湘南、横浜、房総千葉を中心に [ 新築 ] をご検討されるあなたに

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

完璧なコースタルライフをお手伝いします。

参加工務店は高級注文住宅の
プレミアムブランド。
これにより高い性能と
資産価値を得ることができます。

湘南・横浜・千葉房総の
暮らしに合わせて
あなたに最適な
不動産・工務店をご紹介します。

バイザシーで蓄積された経験から
土地探し、工務店選びに
最良のアドバイスをご提供。

複数の工務店のご紹介から、
施工会社の決定まで
完全コーディネートも。
すべてのご利用は完全無料です。

ウエブサイトからのお問い合わせを
無料相談会（完全予約制）も
ご利用ください。

横浜元町カウンター

葉山カウンター

横浜市中区元町
１−１１―１ ４F

みなとみらい線
「元町・中華街駅」そば

神奈川県三浦郡葉山町
上山口 1431―１

JR「逗子駅」・
京浜急行「新逗子駅」
よりバス約 20 分

お問い合わせは
こちらから   ▶

2019 年 12 月竣工
設計施工：株式会社バウムスタンフ

埼玉県鶴ヶ島市    茅ヶ崎市
S 様ご家族

気候風土を熟知した不動産、
工務店をご紹介

参加工務店は高級注文住宅の
プレミアムブランド。

バイザシーで蓄積された経験
から中立で最良のアドバイスを

すべてのご利用は
完全無料です。

みなさんがお持ちの不安にお答えします！
□土地探しから家づくりまで、どこに頼めばいいの？
□しつこい営業や電話や手紙はカンベンして
□各工務店の特徴がよくわからない
□土地と建物の資金計画が描けない
□不動産会社とつながっている工務店は大丈夫？
□夫婦ふたりの意見がまとまらない、誰かアドバイスを

□各社の雰囲気や社長の人柄は大丈夫？
□会社の特徴ばかり聞かされるけど、趣味やライフスタイルを大切にしたい
□各社の施工事例を見てみたい
□追加オプションなど注文住宅の費用は適正？
□新築だけ？リフォームリノベーションの相談はできる？
□住んでからのアフターフォローや資産価値は大丈夫

Free

ビルダーズクラブの家づくり

無料ご相談フォームで
お問い合わせ（電話も
ご利用ください）

資料の請求またはコンシェル
ジュカウンターで直接ご相談
（横浜元町、葉山町）

土地探しからの場合は
地域を熟知した不動産
会社をご紹介します

ご要望に応じた工務店
を複数社ご提示します

工務店担当者との橋渡
しを行います（同席も
か可能です）

ビルダーズクラブの家づくり実例
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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
木でつくるカッコいい家を合言葉にデザイ
ン・素材・コストを吟味して「KIBARI の家」
というコンセプトハウスを考えました。お
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。

海外からのトレンドをいち早くキャッチする

港カルチャーの発信地ヨコハマ。

大型化客船や美しい夜景、落ち着いた山手の町並み。

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、

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。

キバリ

横浜らしい洋館の家づくり 「自然素材」と「モダンデザイン」を両立
JINEN JAPAN プロデューサー：滝本学さん
１.QUALITY：すべてに関して最高の質を
追求する　２.CLASS：クラスがある物作り
を追求する３.GIFT：社会へのギフトになる
こと。私たちは皆様とともに愛と感謝の人生
を歩み、喜びと豊かさを創造します。

代表取締役：神崎 政昭
住まいに願うことはそれぞれ違うけれど、しあわせ
になりたいという想いは同じ。お客さまのしあわ
せを基準にした家づくり。簡単なことではありませ
んが、お客さまと一緒に実現していくことが、わた
したちの目指す姿です。しあわせが、土台です。

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

株式会社ジネンジャパン 有限会社神崎

YBC
横浜ビルダーズクラブ

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

ダイナミックな外房海岸や

穏かで美しい内房の海岸線を持つ千葉房総半島。

内房にはリゾート感覚あふれる街並みと穏やかな海。

外房には世界的にも有名サーフィンの

メッカがたくさん点在します。

とくに一宮町周辺は有数のサーフタウンがあり、

若い世代のファミリー層の移住があとを絶ちません。

広大な敷地にゆったりと設計された住まい。

房総の注文住宅のことなら

 BBC が最良の工務店をご紹介します。

有限会社つるおか工務店

海が好きなあなたのライフスタイルを未来に繋げる

アメリカン＆サーファーズハウス

代表取締役：田中輝治さん
九十九里浜最南端の一宮～太東で海暮らし、
夢ではないリゾート物件をご紹介します。田
舎暮らしをしたい方からサーファーを応援す
るビーチサイドの賃貸、戸建物件までプロ
デュースしています。

つるおか工務店代表：鶴岡敏雄さん
一棟ずつきめ細かく、『自分の家なら』という
気持ちで、ライフスタイルに合った等身大の
家づくりを心がけています。設備機器や建築
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。

株式会社アーゴプロジェクト

BBC
房総ビルダーズクラブ

令和元年（2019 年）秋の千葉県は、

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。
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04.　バケーションハウス

03.アメリカンハウス

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
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
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
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。

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
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
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
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
いえる住まいかもしれません。

◎ 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／ 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

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。

01.　プランテーションハウス

02.　ウィークエンドハウス

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
それがサーファーズハウス。

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」。
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。

 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。

サーフィンを趣味とされて別荘のように使用されるM
邸は、たくさんの仲間も訪れるため大きなリビングを
確保し、基本的にロフトのある（2 階部分）平屋タイ
プとしました。サーファーズハウスだから海上がりの
お風呂への動線も考慮し、リラックスできるようにバ
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
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／ 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

◎ 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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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

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。
　家族が集まるのはいつもリビング＆ダイニン
グ。リビングが広くなれば家族の「やりたい」
もたくさん広がります。
　ママはご自慢のキッチンでケーキを焼いた
り、パパはソファーでプラモデルに夢中。その
そばでお姉さんはフラダンスのレッスン。僕は、
リビングでお勉強。
　それぞれのお部屋はリビング階段を利用して
2 階に集中しているから就寝以外はこうしてほ
とんどリビングで過ごします。

　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
チェアに揺られて読書をしたり、気のおけない
仲間と BBQ を楽しんだり、そこはリビングか
ら続く第 2 のアウトドアリビングに早変わり。
　お家が楽しくなると、外出が少なくなります。
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
あって「住人十色」です。
　時代が求めるのは、休みかた改革。
　さあ、ご家族と暮らして、遊ぼう！ 

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！

家族は宝物、休みかた改革
Akahai＝思いやり
Lokahi＝調和
Olu’olu＝喜び
Ha’a Ha’a＝謙虚
Ahonui＝寛容さ

なこころで、
暮らして、遊ぼう！

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
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
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？

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
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

※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　影◎伊藤真司

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　FAX: 0465-21-0715
　   0120-45-2103
http://www.sn-living.co.jp/
Mail : info@sn-living.co.jp

※スタッフがご案内いたします。下記までご連絡ください。

❶ 

❶

❸❷

ALOHA

センター
株式会社

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。

Facebook

Instagram

❹

❼

1

❽

1

❾





❻

❺





湘南モール FILL で『2020 ふじさわ建築しごと展』開催

おもちゃ箱をテーマにしたガレージハウス賃貸

書籍「本当の建築塾」３名様にプレゼント

バイザシー読者限定『ペレットストーブ』キャンペーン開催中！

一般の方を対象に、神奈川県建築士事務所協会藤沢支部が毎年開催する『ふじさわ建築しごと展』。
2020年テーマは「すまいとは？」。藤沢市内の建築設計事務所が参加するエキシビジョンです。

子供の体験学習
『３畳ハウスを建てる』
2/8（土）、9（日）11：00 ～ 12：30

『藤沢宿の町家と蔵からみる商いとくらし』
講師：浮世絵館　細井氏・
神奈川県建築士会 佐藤氏
2/8（土）14：30 ～ 16：00

藤沢の設計事務所の
しごと紹介
2/8（土）・9（日）終日

くらしのツリー当てクイズ！
2/8（土）、9（日）終日開催
親子で参加，全問正解で
木のコースターセットプレゼント

『すまいとは？』
ふじさわびと編集長：大野木氏　
一級建築士事務所
近藤敦司建築設計事務所：近藤敦司氏
2/9（日）14：30 ～ 16：00

ワークショップ セミナー 展示

木育スタンプラリー シンポジウム
開催期間：2/8（土）・2/9（日）
　　　　 10:00 ～ 18：00  2 日間
会場：湘南モール・FILL ２階コミュニティホール
主催：神奈川県建築士事務所協会藤沢支部　
TEL:090-4918-5454

もっと個性的な暮らしを、をテーマにさまざまな賃貸物件を展開する YK マーケティン

グから Scatola dei Giocattoli( スカトラ デイ ジョカットリ ) をご紹介しましょう。テーマ

は「おもちゃ箱のあるガレージハウス」。

１階には大きなおもちゃ箱。クルマ、バイク、サーフィン、クラフト・・・趣味を満喫し

て過ごすお部屋です。２階は広いリビングと明るいロフトの寛ぎの空間。食を堪能した

り読書や映画などゆったりとした時間を過ごすお部屋です。外にはドッグランや BBQ ス

ペースとして楽しむアウトドアスペースもあります。

住所：神奈川県逗子市小坪 1-4-5
スペック：1LDK(52.1m2)+ ロフト（11.2m2）=63.3m2  賃料：１６万円〜
URL 　http://scatola-dei-giocattoli.zushi.blue/

土や木、漆喰、和紙など本物の自然素材について本誌バイザシーで長期連載しまし

た「本当の建築塾」が書籍になりました。定価：１,300 円（税別）著者：山本康彦（Y’S）。

３名様にプレゼントいたします。

お名前、ご住所、連絡先、「本当の建築塾」希望とお書き添えの上、オンラインから

お申込みください。当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

https://bythesea.online/contact/

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　

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

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

湘南、横浜を中心にペレットストーブの販売、設置をしているアールサンイチヨンワークスから、
設置台数累計 200 台突破記念『バイザシー』読者限定キャンペーンのお知らせです！

ペレットストーブ新規ご契約のお客様は、ペレット燃料一年分（10kg ／袋ｘ 50 袋＝ 500kg）を
プレゼント！良質なアウトレットストーブも40％OFF の特別価格でご提供！
さらにイタリアEDILKAMIN 社のニューモデル「DISK E」日本発売が決定！コンパクトサイズなが
ら6.7kw の暖房能力と、設置場所を取らない円筒形デザイン、高気密住宅にも対応可能な密閉式を
採用。高いデザイン性と優れた機能性をもちながら、本体価格 328,000 円（税別）と高いコストパフォ
マンスも魅力です。ただいま先行予約受付中です。

Mail : hiro@r314works.com
Tel : 046-815-0590
Mobile : 080-9444-4580
アールサンイチヨンワークス（担当：星）まで

イタリア EDILKAMIN 社のニュー
モデル「DISK E」日本発売が決定！
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