ク
ッ
ブ
ト
ス
キ
テ
の
め
た
の
住
移
い
た
し
ら
暮
で
ば
そ
の
海

Quality of Life [ バイザシー ] Vol.08 spring Issue 2020 房総一宮・サーフタウン

2020年３月31日発行 発行／株式会社エルアンドエム

ご予約・お問合せ
ヘリコプターで
東京〜下田を約４５分で結ぶ
「バイザシー ヘリクラブ」の
サービスも開始しています

湘南・横浜・千葉房総

工務店

建築家

土地探し

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！

無料相談会 受付中
1
2
3
4
5

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。

お申し込みは
ウエブサイトからどうぞ。

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

※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

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、

参加工務店

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

（順不動）

湘南 ・横浜 ・千葉移住

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、

工務店

３ 社競合

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

●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！
※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。

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

●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
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[ 海のそばで暮らしたい ]
を計画する前に
経

済的基盤をしっかりと計画する

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。

自

然環境と親密にならざるを得ないことを覚悟する

[ 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は、ある程度覚悟することも大切です。

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。

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。

バイザシー vol.8
10 海近暮らしのはじめかた講座
Interview 第 2 回

アンティグラビティ フィットネス＆ヨガ インストラクター

津島友子さん

14 湘南・横浜・房総の家づくり
誌上の住宅展示場

1 逗子、葉山エリア

かかん
キリガヤ本店なぎさ橋珈琲
ビルダーズクラブはさらにパワーアップして、
GROVE KAMAKURA
湘南葉山不動産
Paint & Color Plaza
BEACH葉山アウ
ト
ドアフィッ
トネスクラブ
千葉房総、横浜、２つのビルダーズクラブがオープンしました。
9
佐助カフェ
FISH&CHIPS ザ・ガゼボ
港の灯り
3 横浜エリア
葉山珈琲パッパニーニョ
元町ショッピングストリート商店街の一部
インド料理ロイヤルパラソル
家具蔵元町店
イヌイットコーヒー
3
PIZZA MYRO
鐙摺食堂
GALLERY SUSHI STAND SABURO SUSHI AMANE
レストランラ・マーレ
7 2
横浜ブリキのおもちゃ博物館
タントテンポ
6 8
1 5
cafe はらドーナツ
風早茶房
4
横浜ナポリタン PUNCH
北インド料理あっぷガール
JINEN SORCE
Board Sailing YT&M
天ぷら天咲
サニーファニーデイズ
呉地珈琲
ブルーブルーヨコハマ
dark arts coﬀee japan
MF キッチン
ジャックカフェ
葉山家具
Dog
Resort BY-THE-SEA
BAR&RESTAURANT
VAMONOS

[一色
発行所・編集部
] [ オンライン事務局
]
H１CAFE
BOAT
株式会社エルアンドエム
げんべい
5 横須賀エリア
4 小田原市・湯河原エリア
南葉亭 〒 231-0861 神奈川県横浜市中区元町
1-11-1 4F
マリンアンドファーム
スターホーム
アップルパイ
AKITA
佐島かねき
TEL : 045-232-4370
佐久間不動産
ぱん芦兵衛
日本サーフアカデミー
※商品プレスリリース、情報などは上記編集部までご連絡ください。
サンルイ島
かねよ食堂 ,
城山カフェBOSS
葉山セレクト innocene
※著作権に関するお知らせ
Green base
湘南リビングセンター
おせっかい食堂 KAINA
本誌に掲載されているすべての写真、記事、イラストレーション、デザ
roots
レッドロブスター
6 平塚・大磯エリア
珈琲館豆の樹
インなどの著作権は（株）エルアンドエムが保有します。このため本書の
umibe café
ドミンゴサーフショップ
城山 CAFE
福来成
コピー、スキャン、デジタル化などの無断転載、複写、多媒体への転載、
ザショップ
ふらんす食堂ビストロローヤル
二次利用を禁じます。© L&M
inc. 2020
ROCK DANCE
イタリアン料理 KURAMA
2 鎌倉エリア
※ 本書内容に関するお知らせ
日日食堂
Cross
Roard、
Dining
NICO
カフェ ヨリドコロ
本誌に掲載されているイベント、店舗、営業時間、お問い合わせ作など
どすこい力士食堂
鎌倉
R 不動産
7 藤沢・辻堂エリア
の内容は予告なく変更されることがあります。
BLEU COFFEE STAND & BAR
STOVE
セブンイ
レブン鎌倉七里ガ浜店
Cafe & bar おほり
フォーシーズンズランド藤沢店
＊
[ バイザシー
] は弊社の登録商標です。商願
2015-037529
ブルーホライゾン

ル・ミリュウ鎌倉山
表紙撮影◉園田咲子

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
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

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。

cafe 小田原柑橘倶楽部
nico café
SEA GREEN CAFÉ
エプーゼ
カフェ 空
カフェクラウディア
きんじろうカフェ
サドルバック
ひな珈琲（hina coﬀee roasters ）
鞍馬 イタリアンレストラン

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

順次
拡大
中
です

10

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
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

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
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
湘南リビング
クレール・スピティ
Hawaiiann Cafe Mau Rin
Spanish Bar PATIO
ナーン・ロティ

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
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
ホテル INN KAKUI
白砂
PIPI
ソレイユ
ちくらつなぐホテル

バイザシーは隔月（奇数月）で発行いたします。
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
次号 VOL.09
は 2020 年 5 月下旬を予定しております。
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

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

住

free 設置店（5 冊以上設置店）

かまくら長谷食堂

ビゴの店モン・ぺシェ・ミニョン
ハウスモリー
湘南・横浜・房総ビルダーズクラブ
26
J.S STAKE STAND
興和住宅販売㈱
コクリコ
住和不動産㈱
[ 海そば移住クレープ
] を計画中のあなたに
CHABAKKA tea parks
石渡ホーム

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。

１年間６冊分 1,500 円

消費税
送料
手数料込

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/
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/

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、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。
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『 家 の テ ー マ を 考 え る 』
文＝玉造清之

「40代からでも波に乗れるはじめてのサーフィン」２名様にプレゼント
「サーフィンをはじめてみたい」
「若い頃にやっていたサーフィンにもう一度挑戦したい」
「万年初心者からもうそろそろ抜け出したい」
そんな４０歳代の大人のために、サーフィンの実用書『40 代からでも波に乗れる はじ
めてのサーフィン』
（KADOKAWA）が発売されました。
解説するのは、プロサーファーでサーフレッスンのスペシャリストとしても知られる
市東重明プロ。サーフィンの最短上達につながる基本にフォーカスし、サーフィンをは
じめるにあたって必要になる知識やテクニックをシンプルに解説しています。バイザシー
読者２名の方にプレゼントです。お申し込みはホームページ「お問合せ」からどうぞ。
発表は商品の発送にかえさせていただきます。
著者：市東重明 出版社：KADOKAWA ISBN：9784048967228

海そば暮らしのスタートなら、シェアハウスでお試し移住
海のそばで暮らしてみたい、でもいきなり引っ越すのは不安があるというかたもいらっ
しゃると思いますが、まずは海街暮らしをシェアハウスでスタートしてみてはいかがで
しょうか？
湘南のセカンドルームとしてのご利用にもおすすめです。
逗子駅まで徒歩９分、逗子海岸も徒歩１０分という好立地。
オーナーの SUP やカヤックも借りられる逗子のシェアハウスです。
住所 神奈川県逗子市久木３丁目（詳細はお問い合わせください）
スペック 専有部（5.3 帖）
※リビング、水回りは共用となります ※女性限定 4 部屋
『Amici e Sole 逗子 Cielo 号室』 http://zushi.style/

一生ものの１枚板、無垢板の専門店「LAGALO」湘南台にオープン
ダイニングテーブルなどの無垢材家具、とくに一本の原木から切り出した世界に一つし
かない家具は一生ものです。小田急線「湘南台駅」から徒歩５分にオープンした１枚板

家を建てようと決めた時に思い描くこと

んでみて下さい。

専門店「LEGALO」は、店内で種類もさまざまな１枚板が常時２０枚以上を見ることが

は、今までの暮らしの不満を解消すること

たとえば『玄関に入った瞬間微笑む家』で

なに些細なことをテーマにしてみても、新

でき、家具などのオーダー可能です。さらにモールテックス家具、オーダーキッチンの

や、雑誌などで見たカッコいい家のように

すが、それは玄関ドアを開けるとゆっくり

しい発想で楽しい家ができ上がると思いま

ご相談も承ります。

したいと思うのだと思います。

照明が点灯して、自分が歩く方向に徐々に

す。そしてこの些細なテーマからいろいろ

そのようなことを考えて自分なりの答えを

明かりが流れていく。さらにそのあかりが

な部分に想像やこだわりが広がり、本当の

見つけ、工務店に要望を出していることで

床の木目に沿って波のように流れて照らさ

自分だけの家ができ上がっていきます。

しょう。

れるなんて、想像しただけで照明の優し

これから家づくりを始めるみなさんは、是

たとえば今のリビングが窮屈なのでリビン

さに微笑んでしまいます。そして廊下を歩

非マニアックなテーマを決めて家づくりを

グを広くしたい。今の家では荷物があふれ

いていくと目線の高さに自分の好きな物が

スタートしてみてはいかがでしょうか。

ているので収納をたくさん作りたい。さら

そっとディスプレイされていて、そこにも

に今の家は BBQ ができなかったので広い

スポットライトがあたっていたら、なかな

「LEGALO」
藤沢市湘南台 7-17-20 SS レジデンス 1F
TEL：0466-86-7205
営業時間：9：00 ～ 17：00 定休日：毎週水曜日・第 1・3 火曜日

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！
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！

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！
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。
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か部屋までたどり着けないくらい幸せを感
じてしまいませんか。

はちょっと違った『テーマを決めて家づく

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
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

ウッドデッキが欲しいなど。
しかし、ここでオススメするのは、それと

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

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

このように自分にしか理解できない、どん

『コーヒーが 10 倍美味しく感じる家』の場

り』をスタートさせることです。

合も想像してみて下さい。まずコーヒーが

例えば『玄関に入った瞬間に微笑む家』

でき上がるとセンサーでファンが廻り優し

とか『コーヒーが 10 倍美味しく感じる家』

い風が流れてコーヒーの香りが家中に広

など。

がり、趣味の物で満載な土間に一人用の

こんなことを考えて家づくりを始めると想

座り心地の良いソファーを置いて大好きな

像を遥かに超えた素敵な家ができ上がる

物に囲まれながらコーヒーを飲む空間。想

ことは間違いありません。

像するだけで、コーヒーが 10 倍美味しく

そしてここから先はぜひ想像をしながら読

なるはずです。

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。
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エコロジー、ハーモニー、ロングライフ
人と地球に優しいキーワードを発見できる住まい。

素足にも目にもやさしいパイン材を多く採用した室内と、
ぬ
くもりを象徴する木の外壁材の外観は、
その「木」
の性能が

温熱環境に優れた家をつくる。明るく風抜けが良い窓の配置。

心地いい。

衰えることなく深みを増していきます。

さらに無垢板の心地よさを追求しました。

こうした四季や方位を考慮した採光は、構造計算された耐

1998年、
「本物の木の家」にこだわり竣工したキリガヤモデ

すべての材料を含めエコであること、地球環境に優しいこと、庭との調和、街並み

震強度を担保したうえで配置されています。

ルハウス。庭の樹木も大きく成長するとともに、いまでは

と調和がとれていること、長命な住宅であることをコンセプトにつくり上げています。

大きな空間とおだやかな木の香りが漂うこのモデルハウス

しっかりと経年変化を遂げています。

構造的には、温熱環境に優れており、明るく、風の抜けが良くなるように窓もレイア

は、
映画やＴＶ番組の収録などにも使われるほど、
その雰囲

オープンから20 年以上が経過した今、古くならず味わい深

ウトしています。現代民家風の落ち着きと、ひとの触れ合いを大切にした「家族の

気の良さが周知されています。

くなっていく家の見本として、
当初のこだわりは間違いでは

堅牢で、しかし一方で家庭的に感じるのは「木」の恩恵で

なかったことを実証するとともに、
これからのキリガヤの家

しょうか。

づくりの根源であり続けます。

気配が感じられる家」がテーマです。
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たくさんの窓、大きく開かれたスイングドア、勾配天井の
トップライトなど、
リビングダイニングに注がれる日差しが

07

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。

キリガヤ湘南モデルハウス
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■DATA

■MATERIAL

敷地面積／376.99㎡（114.2坪）
延床面積／183.21㎡（55.5坪）
1階／93.57㎡（28.35坪）
2階／67.04㎡（20.3坪）
B1階／22.6㎡
（6.85坪）
構造／木造2階建
間取り／4LDK
設計／株式会社キリガヤ
施工／株式会社キリガヤ
名称／キリガヤ湘南モデルハウス

◉外部仕上げ
屋根／ジンカリウム鋼板 自然石粒仕上
外壁／ウイルウオール デラクリート板＋
デラクリート左官仕上げ
◉内部仕上げ
床材／パイン無垢板フローリング
壁／ドライウォール ルナファーザー
天井／ドライウォール パイン無垢羽目板

〒 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: https://kirigaya.jp/
［湘南モデルハウス］神奈川県逗子市沼間 1-6-15
TEL:046-872 − 6000
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バイザシー 創刊１５周年記念

海近暮らしの
はじめかた講座

般的にはハンモックヨガとよばれ、
大きなブームをつくりだしているフィットネスがあります。
使用するハンモックは４５０キロほどの重さに耐えるほどの強度を必要とされるため、
相応の設備が必要ですが、なんと海のそばで体験できるクラスがあります。
移住した葉山を愛し、ヨガを愛する津島友子さんが熱い思いを語ってくれました。

AGF& ヨガ・インストラクター

第 2 回：

津島友子さん

津島友子

1982 年生まれ

相模原市出身。2017 年、横浜市から葉山一色海岸に移住。趣味の一つは旅行。

現在葉山一色海岸のビーチハウス
「Sunny Funny Days」
で週５日AGF&ヨガのレッスンを開催中。
www.facebook.com/ttomohime

www.sunnyfunnydays.com

撮影・山本倫子
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来てくださったかたが最高の笑顔で過ごしていただけるように、
ここでしか味わえないアウトドアクラスの醍醐味を感じていただきたいです。

時給 1,000円→フリーランスのススメ
新型コロナウィルスの影響で、リモートワークができるフリーランス（個人事業主）に

専門学校を卒業してから、スポーツ関連、オー

て岐阜、愛知、大阪、秋田など、海外からも旅

ガニック食品関係の仕事に関わっていましたが、

行プランとして体験にいらっしゃいます。地元

25 歳くらいの頃、ひとりでよく葉山に遊びに来て

のかたもたくさん来てくださるので、
来てくださっ

いて、自然に囲まれたこの町が自分の中にスペー

たかたが最高の笑顔で過ごしていただけるよう

ス（余白）をつくってくれる、自分を素直にして

に、ここでしか味わえないアウトドアクラスの醍

くれる場所だと感じていました。葉山公園の景

醐味を感じていただきたいです。

注目が集まっています。子育てがひと段落したら、ライフワークを見つけたい…せっか
く海の近くに住んでいるのに、日々あくせくデスクワークや屋内に閉じこもるなんてもっ
たいない！湘南に住むウミママこそ、フリーランスで自由な働き方をオススメします！

い時給 1,000 円…

色に感動し、いつかは葉山に引っ越したいなと
スキーやキャンプなど、アウトドアによく連れて

めにたまに山にも登ります。ハイキングして山か

行ってくれる両親だったので、小さい頃から外

ら葉山の町を見ることもあるんですよ。

で過ごすことが日常でした。その時の体験がい

スキンダイビングもやっていて、朝１本潜ってか

まもこの葉山で力になっています。新体操やジャ

ら仕事をすることも多いです。
（スタジオの目前

ズダンをやっていたのですが、２２歳の頃にヨ

の）三ヶ下海岸から一色海岸や真名瀬まで泳い

ガと出会い、しばらく東京の大きなスタジオまで
通っていましたが、横浜に移転してそこでヨガ

本当にこんな働き方でいいの？？という疑問を強く感

葉山は海も山あるので、マイナスイオンを得るた

つねづね考えていました。

じる様になり一念発起して起業しました。

美容家デビューとドサ回りの 1 年
起業当初は、自己流の酒粕を用いた美容法を広め
る「美粕家サケカスコ」と名乗ってイベントに出たり、
酒蔵や外資系ホテルと組んで海外からのゲスト向け
のデモンストレーションなども手掛けました。

で出て行きます。カラダ一つで泳ぐのが好きで

愛犬ナッツと

でもどんなに頑張って動きまわっても、
「サケカスコ」

魚がいなくても（海底の）砂の波紋を見ること

の勉強をしながら働かせていただいていました。

だけでも楽しいです。ヨガと一緒でプカプカ浮

横浜はファミリーが多いとても便利な街だったの

いているのが好きで、練習していくと深く長くも

ですが、私は自然が好きなので葉山に来るとす

ぐれるようになっていくのがとても楽しい。無に

ごくスッキリして帰れる、なんにもしていないん

なれること、一つに集中できることが楽しくてヨ

だけど、ひとりの時間がこんなにも贅沢で穏や

ガと同じくらい好きですね。１年に１回はイルカ

かにしてくれるんだということをこの街から教え

と泳ぎに旅行するとか、とにかく体を動かすこと

てもらいました。

が好きですね。

サニーファニーデイズが素晴らしいお店だった

これから先の夢？ 漁師さんのお友達がいるの

としてのドサ回り営業は十分な収入につながらず迷
走…活動資金も尽き果ててきた頃…「それだけイベ
ントを企画して運営できるスキルがあるなら、うちの
会社のイベント企画を手伝ってみないか？」と現在の
クライアント様からお声がけをいただいたのです。
ミスインターナショナルのファイナリスト20名を酒蔵に迎え、酒粕美容のデモンストレーションを企画したサケカスコ時代のひとコマ

フリーランスで働く魅力

族への感謝が大きくなりました。毎日あちこち出向い

再就職ワースト 1 位の神奈川県？

や広報のサポートを行う「イベントプランナー」を生

たり、家にいても P C に向かう母親を受け入れてくれ

近年の厚生労働省の統計で神奈川県は、35 〜 39 歳

業としています。鎌倉に移住して 15 年、この春高校

る子どもたち、また実際の家計を支えてくれている大

の女性の正規雇用率が全国ワースト 1 位の 29.6% と

生になる長男、中学生の娘、そして夫の 4 人暮らし。

黒柱の夫にとても感謝しています。

いうデータが出ています。これは一瞬見ると「再就

ので、ここでいつかはレッスンできたら嬉しいな

ですが、ちょっとだけでもそのお仕事に関わっ
てみたいなと思うことがあります。葉山は海の幸

います。

がとても豊かですから。

フリーランスとして起業して 3 年目です。この働き方

アンティ・グラビティ・フィットネス＆ヨガは

葉山に住んで３年くらいになりますが、ここに来

のメリットは

2018 年の夏、学芸大学ではじめて生徒として出

ていただくかたには、海がこんなに気持ちが良

会ったのですが、ここ（サニーファニーデイズ）

くて、とってもホッとすることを知ってほしいで

でしかできないライセンスを取って教室を開い

すね。いままで太陽や空をしっかり見て生活し

ています。こんなに海に近いところにある教室

ていたかといえば疑問です。
ここで太陽やサンセットを見られることが幸せだ

いまは私と妹（下垣綾子さん）とふたりで週５

なと感じています。海って毎日こんなに変わるん

回のレッスンを開催しています。１年間で５００

だとか、たった一日でこんなに空気が変わること

人ほど体験された方がいらっしゃいますが、生
徒さんは東京、横浜、埼玉、千葉、さらに遠く

妹の下垣綾子さん（左）と週５日のレッスンを開催中
©️ Sakiko Sonoda

います。そしてこういう働き方をするようになって、家

はじめまして！ 私は現在、中小企業のイベント企画

と、押しかけるようにお願いして、いまに至って

は日本中でもほかにないかもしれません。

自分では気がつかなかった私の特技「イベントプラ
ンニング」が晴れて私のライフワークとなったのです。

時間や場所に縛られない

職が難しい土地柄」
、と見て取れるかもしれませんが、

超えられない時給 1,000 円の壁とのしか
かる育児と家事
「イベントプランナー」というライフワークに出会う

私なりに解釈すると「湘南のママたちは正規雇用より
もフリーランスでイキイキ働く方が向いている」とい
うことではないかな？と感じています。

家事と仕事のバランスを取りつつ自分の

まで、もちろん私なりに紆余曲折の月日がありまし

だって海の近くでお天気の良い日に、つまらないオ

時間割を自分で決められる

た。若かりし頃、テニス選手として全国行脚してい

フィスで机にじっと座って仕事しなきゃならないなん

仕事を通じてたくさんの方々とご縁をいただける

た私には特にキャリアプランもなく、結婚してから

て耐えられない！フリーランスなら潮風にあたりに海

は年子の兄妹を授かりどっぷり 10 年間専業主婦生

まで散歩に行きたければいつでもふらりと出かけられ

こんな感じで、パートや会社員をしていたら絶対に

活に突入。その後社会復帰の第一歩は生協でパー

るし、海辺のカフェでのんびり P C に向かうことも許

実現できない働き方が実現できます。確かに独立す

ト勤め、2 年後に中途採用の正社員として転職し、

されます。

も知らなかった。自分の中で内面的にも大きく変

ると自分でやらなければならないことはたくさんあり

フルタイム勤務に復活しました。

今やりたいことや、自分に何が向いているかわからな

化してきたんだろうなと思います。

ます。収入も突然に増えたり、安定するものでもあり

ところが家事と仕事に追われてイライラが募り、子

くてもきっと大丈夫。湘南に暮らすアクティブな女性

ません。ただ一度この働き方を経験してしまうと…会

どもたちにも辛く当たってしまう毎日に自己嫌悪…

にたくさん出会うと、彼女たちの持つパワーやバイブ

社員には戻れません！

しかも収入は丸ごと中学受験を控えた息子の塾代に

レーションに触れて、あなたにもフリーランスの道が

私の場合は、クライアント様から毎月定額のコンサル

消えていってしまう虚しさ…

きっと開けてくることでしょう！

料をいただきながら、日々経験を摘ませていただいて

時給で換算したら正社員でもパート勤務と変わらな
澤野

アンティ・グラビティ・フィットネス＆ヨガ

優美子

仙台市出身 45 歳。15 年前鎌倉に新居を構え、この春高校 1 年生になる息子と、中学
3 年生の娘と夫の 4 人暮らし。元テニス選手。日本ランキング最高 50 位。現在はイ
ベントプランナーとして中小企業のイベント企画運営、広報サポートにフリーランスと
して関わりながら、湘南に暮らす女性のコミュニティ「ウミママイエ」を立ち上げ中。
現在、海外のツールを使った動画配信などにも挑戦中。

クリストファー・ハリソン氏によってニューヨークから発信され、いまでは世
界で６０カ国に広がる、反重力を利用したフィットネス。
「重力から解き放た
れること」が追求され、体を逆さまにして自重と重力を利用することで、背中
の骨と骨の間を開き、常にかかっている圧迫を軽減することができるため、
内蔵器官のリフレッシュやアンチエイジングなどに効果的といわれています。
一般的にはハンモックヨガとも呼ばれており、大きなブームになっています。
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13

コンセプトはオールシーズン楽しめる家。
建物とインテリアがすべて調和してはじめて心地よい「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が出来上がりました。

❶

❶❷太陽が左の手東から上がって右
の西に沈んでいくまで、
一日中太陽が
望める海岸に佇む洋館C 邸。
ここから
の視界を邪魔するものはなにもない。
遠くに水平線があるだけ。
ほんものの洋館の暮らしをビーチフ
ロンで楽しむために、
インテリアと一
体となった空間づくり。
素材の質を極
めた造り込みとデザインは施主の希
望を完全なかたちで実現しています。
海のそばの暮らしをさらに豊かに、
ジ
ネンジャパンのデザインコンセプト
が詰まった洋館といえます

14

＜取材協力＞

❷

DATA

MATERIAL

神奈川県横須賀市C邸
延床面積／341.00㎡(103.34坪）
1階／190.90㎡
（57.84坪）
2階／150.10㎡ (45.48坪)
構造／木造2階建 ５LDK
設計／ジネンジャパン株式会社

◎外部仕上げ
屋根／スペイン瓦
外壁／ジョリパット、
タイル張り
◎内部仕上げ
床材／無垢フローリング
   壁／漆喰
天井／エマールジョンペイント
神奈川県横須賀市 C 邸
撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

ジネンジャパン
〒 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1
中央第６関内ビル11階
TEL: 045-307-3451
http://jinenconcept.com
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地域の特性として広大な敷地が確保できる千葉県一宮サーフタウン。
ウッドデッキとカバードポーチがお約束のサーファーズハウスが大人気ですが、
有利な条件を活用して平屋という選択はいかがでしょうか？

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❶かなりおしゃれ感があるのが「平屋スタイル」
。
暮らし方をミニマムに考えれば、
1 階のフロアで十分な
生活スペースが生まれるということ。
日常生活者の方はもちろん、
お子様のいないご家庭や、
ウイーク
エンドハウスとして楽しむ方にも好評な仕様なのかもしれません。
80 坪の敷地に建物はおよそ30 坪。
駐車スペースと大きなウッドデッキ、
カバードポーチを備え、
平屋で完成したM 邸。
サーファーズハウ
スというなら、
このくらいダイナミックな広さは確保したいところ

❶

❷これだけの広さを確保しているから、
たくさんの仲間がそろってもリビングとウッドデッキを解放して
パーティーも可能。
写真奥は完成後にデッキに合わせて同じ素材で作った納戸
＜取材協力＞

❸施主のM 様はサーフィン好きが高じて一宮移住を決断。
「帰ってくるのが楽しみな理想的な家」
になっ
たとご満悦です

DATA
敷地面積／239㎡（79坪）
延床面積／90.05㎡（30.99坪）
構造／木造ツーバイフォー工法 平屋
設計施工／有限会社 つるおか工務店

❹❺ツーバイフォー工法ならではの大きな空間を作り出しているリビング。
新婚のお二人には、
「平屋は
ふたりの存在が近くなる」
そうです
❻大きなカバードポーチ（ラナイ）
は雨に濡れないちょっといい空間。
夏の夕方はご夫婦でビール片手に
庭先の緑を楽しむそう

有限会社つるおか工務店
〒299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保2039  
TEL:0470-68-4848 FAX:0470-68-5499
http://www.daiku.co.jp/
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❼植物で目隠しを施し、
夜にはライティングで入浴が楽しめるコートテラスを設置したバスルーム
千葉県一宮町 M 邸
撮影◎伊藤真司

❷

❽こだわりの造作タイルも手作り感があって楽しいとおっしゃるキッチン
❾奥様がこだわって造作してもらったのは、
縦横両方に使いやすいコスメコーナーのニッチ棚

❾
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国産材で家を建てることで日本の林業の発展に貢献できる。
そんな目に見えない KIBARI のコンセプトに共感したという施主の F さん。
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」
と微笑みます。

❶

❸

❷

❹

❺

❻

❶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
❷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
❸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ですね

DATA

MATERIAL

❹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

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 プロジェクト
施工／株式会社バウムスタンフ

◎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

❺２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
❻１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。
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。
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
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＜取材協力＞

キバリ
KIBARI STUDIO
たまプラーザ ショールーム
神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-19-4 Saginuma Hills401    
TEL.0120-552-970
https://kibarinoie.jp
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ご主人より出された唯一の希望は見晴らしの良い景色を取り込んだ家づくりでした。
そこでリビングに吹抜けを配置し、２層にわたる開放的な窓から眺望をえる設計としています。
また南西に面する吹抜けの西日対策として外付けの電動ブラインドを設置し、
パッシブハウスの考えをもとに熱環境に配慮した設計もこのお宅の特徴です。

❹

❺

❶

❼

❷
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❸

DATA

MATERIAL

神奈川県横浜市T邸
■敷地面積／126.97㎡
（38.4坪）
延床面積／100.88㎡
（30.5坪）
1階／56.72㎡
（17.1坪）
2階／44.16㎡ (13.4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／3LDK
設計／宮﨑建築設計事務所－みやけん
宮﨑俊行
施工／株式会社バウムスタンフ
家族構成／3人
（子ども1人）

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板
外壁／左官、
一部レッドシダー
◎内部仕上げ
床材／オークフローリング
（１Ｆ）
、
パインフローリング
（２Ｆ）
壁／レッドシダー板貼、
一部アースウォールクロス
天井／レッドシダー板貼、
一部アースウォールクロス
その他/外付けブラインド、
床暖房
神奈川県横浜市 T 邸
取材協力◎宮﨑建築設計事務所－みやけん 宮﨑俊行
撮影◎新澤一平

❻
❶１階のリビングは大きな吹き抜けを配置し、
２層の
大きな窓からの眺望を楽しめると同時に採光にお
いても自然の恩恵に授かるパッシブ仕様となって
います
❷❸家族が集まるリビングの横には書斎を配置しま
した。
多少のプライベートも確保できるように、
ご覧のように収納可能な扉を設置しました
❹南西に面する吹抜けの西日対策として外付けの電
動ブラインドを設置。
熱効率的にはこうした窓外
の遮断が効果的とされています。
❺高台に建つT 邸の南西面からの光景。
落ち着いた
アースカラーで、
採光と見晴しを考慮してつくりこ
まれた感が十分に伝わってきます
❻大きな吹き抜けを南西側から望む。
１階奥がキッ
チン、
右手が書斎となっている。
ご家族が集まる大
きなリビングと採光と眺望に恵まれた健康的な空
間設計となっています
❼家族みんなが集まるリビングの脇には奥様のご要
望でデイベッドを備えた書斎スペースを設け、
普
段はリビングと一体的な利用をしつつ必要に応じ
て間仕切りを使ことで個室利用できるフレキシブ
ルな場所を目指しています

＜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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鎌倉の奥座敷、海の見える高台の Y 邸。
センスのいい注文住宅は、自然素材をふんだんに使った「自然に、自然と、暮らす家」
。
外観は薄いベージュの外壁と木のコンビネーション。室内は、白い壁と黒いモールテックス、濃い木の色の３色がメインカラー。
大きなモルタルの土間は、海外赴任前から一緒に暮らしてきた２頭のバーニーズマウンテンドッグ「セナ」と「エル」のため。

❸

❹

❺

❶

❻

❷
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❼

DATA

MATERIAL

神奈川県鎌倉市Y邸
敷地面積／305.49㎡
（92.57坪）
延床面積／115.09㎡
（34.88坪）
1階／67.07㎡
（20.32坪）
2階／48.02㎡ (14.55坪)
構造／木造
（在来工法）
2階建 ２LDK
設計・施工／株式会社 solasio

◎外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板 瓦棒葺き
外壁／ソフトリシン吹付
◎内部仕上げ
床材／オーク、
ラスティックグレード
壁・天井／クロス貼り

神奈川県鎌倉市 Y 邸
取材・文・撮影◎ワイズクリエイティブオフィス

❶白い外壁にアクセントの効いたアイアンやウッドが
センスの良さを顕著にしている鎌倉市のY 邸外観。
海が見える高台にはよく似合う
❷施主のY さんが海外赴任中から一緒に暮らす大型
犬バーニーズマウンテンドッグのエルとセナのため
に、
大胆にも１階は大きな土間を採用。
大型犬には暑
い夏も過ごしやすいように
❸大きな吹き抜けにダイナミックなサッシを採用した。
溢れんばかりの陽光の先には江ノ島と水平線が望
める
❹住まい全体に無垢材を中心に自然素材をふんだん
に使用した。
造作キッチンの濃灰色、
濃い木目、
壁と
天井の白、
基本配色はY さんのプラン
❺南側の庭には管理のしやすいハイグレードの人工芝
を選択。
競技場のように美しくて管理もしやすいそう
❻打ち合わせから引き出した施主のライフスタイルに
合わせて、
意匠を考えつくすのがsolasio のやり方。
例えばこうして２階の一室ではシーンを変えるため
に高低差をつける。
なにげない部分だけれど意味を
持たせてある
❼パウダールームはこうして木をふんだんに使用して
シンプルに仕上げた

＜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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伊豆・沖縄の魅力をシリーズでお伝えします

伊豆 BLUE
伊豆最大級ビーチサイド BBQ パークが GW にオープン

沖縄 EMERALD
近くなった宮古島、 たった５９９０円で！

伊豆下田で大型の BBQ パークが吉佐美大浜の隣りにある

驚きが隠せません！

舞磯浜沿いに OPEN します。５種類のエリアがあり、ビー

LLC、ジェットスターを 使 えば 片 道 な んと 5000 ～

チサイド ZONE(150 席 )、ペットと一緒に BBQ ができ

7000 円台で宮古島に行けてしまう。

るドッグラン ZONE(150 席 )、山あいにあるジャングル

もちろん時期や曜日にもよりますが、選べばまるでタク

ZONE(100 席 )、特別エリアにあるプレミアム ZONE(50

シー代くらいでで行けるというわけです。

席 )、小さな牧場にあるファーム ZONE(50 席 )。

たとえば昨年３月に就航したジェットスターの成田〜下

合計で 100 テーブル 500 席の伊豆半島最大級の BBQ 場

地線。

となります。材料や飲料は持ち込みも自由なのでリーズナ

下地空港はトロピッカルな雰囲気に包まれ、普通の空港

ブルに対応しているので、目的に応じてエリアを選んで思

と違って、まるでホテルやカフェのよう。

いおもいの BBQ を楽しんでみてはいかがでしょうか？

ターミナルがないので、飛行機よりタラップで降りるのだが、

詳細は HP にてチェックしてください。【http://bbqpark.jp】

これもまた楽しい。
トラベラーを楽しませる最高の空港です。

Beachシェアハウス 憧れのビーチサイドの一軒家を貸切に！

最近では宮古島へ、格安航空の

宮古に着いたらまずは御嶽へご挨拶に

プライベートビーチ感覚の吉佐美、舞磯浜にそのシェアハウスはある。

漲水御嶽（はりみずうたき）は、沖縄県宮古島、その海の玄関口でもある平良港にほど近

こんなにビーチに近い家はそうそうないだろう。２階にあるバルコニー

い平良字西里にある御嶽（うたき）、別名ツカサヤー。

からのロケーションは抜群。

宮古島でももっとも格式が高く、人々が大切に信仰している

広い庭では思いっきり、気兼ねなく BBQ

御嶽です。御嶽といえば、沖縄において重要な信仰の中心で

も楽しめます。

あり、観光客がむやみと足を踏み入れてはいけない聖地でも

キッチンやリビングも２階にあり、ビー

あります。沖縄本島では一部観光地化しているような御嶽も

チや伊豆七島、新島などが見える贅沢さ。

ありますが、基本的には一般的な御嶽は勝手に立ち入ること

３ベットルーム、ペット同伴可。料金や

はタブーとされます。また多くの御嶽が男性禁制なのですが、

予約は NET から受付けているそう。

ここ瀧水御嶽は男性でも自由に入れる宮古島を代表する御嶽。

【http://by-the-sea.jp】

守り神なのか、白猫がお出迎え。ゆったりとした時間が流れ
ていました。

もう渋滞は怖くない ? 時間を大切にする方にお薦め

宮古島に最高峰のオーベルジュがオープン

伊豆といえば、とても海が綺麗で大人気ですがその反面、休

恵比寿や代官山でレストランを展開しているグランブルーの木下オー

日となれば大渋滞も。普段は都内より３時間ほどですが、渋

ナーシェフが宮古島で肝入のオーベルジュをオープン。

滞にはまると 10 時間もかかってしまう場合もありますよね。

宿泊のお部屋はわずか５室で、カウンター 10 席のダイニングやバー

それが嫌で伊豆を避ける人も多いのも事実。

ラウンジも楽しめます。

そこで朗報！

ランチやディナーは、宿泊者以外でも利用できます（要予約）

今年から伊豆でうれしいカーシェアサービス

が始まったのです。電車に乗って下田駅まで行けば、カーシェ

各部屋にはプールが付いており、部屋からビーチまでは徒歩１分！

アの車を借りてドライブ。しかもすべてがオープンカー！

海とプールの両方が楽しめる、

伊豆半島の綺麗な海沿いを、青空のもと風を切って走るのは

とても贅沢な環境なのです。

なんとも爽快。しかも、行き帰りは電車利用で渋滞に巻き込

Grand Bleu Gamin（グランブルーギャマン）

まれなくて済む。まさに、おいしいとこ取りのプランですね。

https://www.grand-bleu-gamin.com/

伊豆カーシェアサービス CAR WAVE 【http://carwave.jp】
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Free

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

気候風土を熟知した不動産、
工務店をご紹介

ビルダーズ CLUB

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？

□各社の雰囲気や社長の人柄は大丈夫？

□しつこい営業や電話や手紙はカンベンして

□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

□各工務店の特徴がよくわからない

□各社の施工事例を見てみたい

□土地と建物の資金計画が描けない

□追加オプションなど注文住宅の費用は適正？

□不動産会社とつながっている工務店は大丈夫？

□新築だけ？リフォームリノベーションの相談はできる？

□夫婦ふたりの意見がまとまらない、誰かアドバイスを

□住んでからのアフターフォローや資産価値は大丈夫

ビルダーズクラブの家づくり

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。

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
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。

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。

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。

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。

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。

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。
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埼玉県鶴ヶ島市 茅ヶ崎市
S 様ご家族

横浜元町カウンター
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

2019 年 12 月竣工
設計施工：株式会社バウムスタンフ

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。

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。

葉山カウンター
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 ▶
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アールサンイチヨンワークス
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有限会社ワイズホーム

有限会社つるおか工務店

キバリ

BBC
房総ビルダーズクラブ
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

住まいは、そこに住む人の理想だけに忠実であるべき
代表取締役

本田義一さん

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

お客様の「こうしたい」に徹底して寄り添い、

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。

そこに道を探る努力をしていきます。家づ

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

くりは、そこに暮らす人の理想だけに忠実

というコンセプトハウスを考えました。お

であるべきだから、私たちの家づくりには、

施主様のこだわりを加えた唯一無二の自分

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

「選択肢」がありません。

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。

一棟ずつきめ細かく、
『自分の家なら』という

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

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

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

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 横浜ビルダーズクラブ

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 房総ビルダーズクラブ

検

索
31

プライベートドッグリゾート

非日常のゆったりとした贅沢な時間を

愛犬と過ごすことができるプライベートドッグリゾート

創業

年を迎える静岡県下田市の「下田バイ

ザシー」は数十年にわたって愛用されているか
たもいらっしゃるほどのプライベート感あるリ
ゾート施設。なかには親子３代にわたって利用
かつては知る人ぞ知るプライベートリゾートと

されているご家族もいらっしゃるそう。
して限定的なホテルでしたが、 年前からは一

分で結ぶヘリコプターを利用で

東京からのゲストの方も多いことから、東京

約束してくれることでしょう。

を堪能できるロケーションは非日常的な一日を

ざま。いずれにしても目の前に広がる太平洋

たりきりで過ごすプライベート空間などさま

ト付きのお部屋、広いテラスがあるお部屋、ふ

お部屋のタイプはログハウスから最上階のロフ

グリゾートなのです。

過ごすことができる、まさにプライベートドッ

非日常のゆったりとした贅沢な時間を愛犬と

また、バイザシー はなんといっても、そんな

の夕食と会話を楽しむ。

来たらゆっくりと温泉につかり、星を見ながら

そして、海で遊んだり昼寝をしたり、時間が

キューを楽しむ。

お昼はテラスでワインを交わしながらバーベ

で飲むモーニングコーヒー。

目の前から昇る朝日を浴びてゆったりとテラス

あるのですね。

晩までバイザシーで過ごすスタイルこそ価値が

敷地からでかけないという過ごし方。朝から

ため、多くのかたがバイザシーに投宿すると

立地的にもプライベートを守るスタイルが強い

からオープンスタイルを実現しています。

楽しんでいただきたいという新オーナーの考え

般のお客様にも大自然と共有する贅沢時間を
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SEA で、ほんもののバケーションを楽しんで

時 間 を 愛 犬 と一緒に過ごせる BY ―THE ―

とれたての地物海鮮で楽しむ BBQ、そんな

プライベートビーチ感覚で楽しめる綺麗な海、

開始しています。

きる「バイザシー ヘリクラブ」のサービスも

〜下田を約

45

はいかがでしょうか。
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