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自然に囲まれて暮らしたい【千葉・外房移住】
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PR

ザ・ブルーオーシャン ドッグリゾートクラブは、BY-THE-SEA と提携しており
クラブメンバー価格でご利用することができます。
The Blue Ocean 宿泊プラン
Go To トラベルキャンペーンで 35%OFF
さらにその金額から 50 ～ 60%OFF
より良い「with Pet Life」を
ザ・ブルーオーシャンドッグリゾートクラブ

ザ・ブルーオーシャン ドッグリゾートクラブの設立を記念して、期間限定のお得な宿泊キャンペーンをご用意しました。
GoTo キャンペーンで 35％ OFF となる宿泊料金をドッグリゾートクラブオープニングキャンペーンとして、
さらに

ザ・ブルーオーシャン ドッグリゾートクラブでは、

キャンペーン期間：2020 年 10 月 16 日より 2021 年１月 31 日まで

クラブを通じてワンちゃんと飼い主同士のコミュニケーションを図っていく場として、素敵な場所と施設を提供していきます。
また、より良いコミュニケーション作り、情報の発信、豊なより良い「with Pet Life」を一緒に目指していくクラブとしてスタートしました。
日頃、なかなか味わえない豊かな自然の中で、大切な愛犬たちと大切な時間を過ごしていただくために、ご提供して参ります。

月１度のクラブミーティング開催
年間を通じた行事と致しまして、春夏秋冬にてライブイベントなどのパーティーを開催致します。
音楽を通じての楽しいコミュニティーパーティーをお楽しみ下さい。

素泊り

食事付き
ビジター料金￥35,000 円
合計￥38,500 円（税込）

ビジター料金￥35,000 円＋超豪華 BBQ コース￥15,000 円
合計￥55,000 円（税込）

35％OFF ￥25,025円

35％OFF ￥35,750円

バイザシー読者限定さらに 6０％ OFF

アクセス
ザ・ブルーオーシャン ドッグリゾートクラブ
〒 415-0028 静岡県下田市吉佐美６９８

50～60%OFF でご提供致します。

電話： 0558-22-2226

おひとり様

バイザシー読者限定さらに５０％ OFF

￥10,000 円

おひとり様

￥17,800 円

クラブ会員募集
ザ・ブルーオーシャン ドッグリゾートクラブでは、新規会員を募集しております。
現在、オープニングキャンペーンとして、入会費・年会費を無料にてメンバー募集中です。
※新規登録時に会員カード代として、ワンちゃん１匹に対して￥3,300 の登録料がかかります

BBQ コースの一例です

お問合せ

ザ・ブルーオーシャン
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ドックリゾートクラブ

http://the-blue-ocean.jp
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この夏は九十九里から湘南へ。
文＝堀内尚子

来年完成の新居の地鎮祭がとり行われました。

木でつくる、とことんカッコいい家

2021 年春に完成予定の新居の地鎮祭。バウムスタンフ、Clachic、MIC さんなど
家づくりに携わってくださっているすべての方々に心から感謝です

今年の夏は暑かったですね。

10 回以上引っ越しをして、趣味、引っ越し

ずっと住む場所だからこそ、素材もエネル

そして、例年よりもはるかに台風が少なく、

と言った方がよいほど転々としてきました。

ギーもすべて、この地、この地球と同化でき

各地への被害がなかったのはなによりだけ

自分では、どこかに留まることはないと

る、そんな場所でありたいと思っています。

ど、サーファーとしては、うねりだけはも

思っていました。います？ w それが「我

お二人をご紹介してくださった本誌編集

う少し欲しいところです！

が家」を持ち定住するとなると、未だに実

長藤原さんにも、この場をお借りして心よ

さて、九十九里から湘南へ移住をして、

感が湧かずポワーンとしています w 賃貸

り感謝を伝えたいです。

早 2 ヶ月が経とうとしています。

慣れって怖いですー！ でも、建築現場を

家が完成するまでには、みんなのチーム
ワークがなければ叶わないと感じます。

以前湘南に 8 年ほど住んでいたことはあっ

見に行き日に日に変化があると、しっかり

たものの、いまではすべてが新しい毎日。

と地に足がつきワクワク感が大きくなりま

材料を作る職人さん、 現場の大工さん、

馴染みのお店を見つけたり、新しいお店も

す！ 待ち遠しい！

メーカーさん、建築士さん、工務店さん、

たくさん誕生していました。観光気分はさ

今回は湘南でたくさんの人達の夢を叶えて

そして私達など、作品作りに携わってくだ

ておき、美味しいお野菜探しもひと段落し、

きた工務店、
Baumstampf（バウムスタンフ）

さっているすべての方々に心から感謝を伝

我が家の食卓も通常にもどりました w 。

の鶴田社長の元で、親切丁寧なアドバイス

えたいです！

をいただきこの日を迎えられました。

さあ、完成は 2021 年 2 月。寒い冬は苦手

そして、子供達や私達夫婦のわがままを聞

だけど、今年の冬は楽しみだー！！

子供達の学校も通常とは違うカリキュラ
ムで夏休みも短く、バタバタしていました

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。
02

土地探しから家づくりをワンストップでサポート
専門スタッフにお気軽にご相談ください。
情土地探し・家づくり相談予約 0120-552-970
KIBARI 事務局 ( 株式会社フリーリーデザインボックス）
川崎市宮前区鷺沼 2-19-4 Saginuma Hills 401

が、子供たちにとっても今年の夏休みは忘

き入れ、予算と睨めっこしながらも素晴ら

れられないものになったと思います。

しい図面を書いて私達の人生を色鮮やか

そんな中、来年完成する新しい我が家となる

にしてくれた、一級建築士事務所 Clachic

土地の神様へ、ご挨拶と感謝の気持ちを伝

の山本さん。

える地鎮祭がありました。 完成の日まで安

予算に応じて海外の木を輸入するのが主

全に穏やかに工事が進むよう、その地に建て

流とはいっても、湘南の気候に合わない場

させていただくことに感謝を表しました。

合もあるという話もあって、海辺暮らしに

幼い頃から海外へ渡り、そこでも何度か

も強く、環境にもよい日本のカラマツの木

引っ越しをしていました。日本の生活では

を選んでいただきました。

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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バイザシービルダーズクラブ・メンバー紹介

東京近郊・移住と家づくり相談
バイザシービルダーズクラブ主催

第１回：ワイズホーム

有限会社ワイズホーム

お客様に寄り添う、本当の自由設計
つくり手の「エゴ」はいらない、住まいはそこに暮らす人の、理想だけに忠実にあるべき。
ワイズホームの施工例にはパターンがありません。さまざまな外観や間取りプランに「どんな家を建ててくれるの」と思われ
る方もいらっしゃるかもしれません。それはそれぞれの施主のライフスタイルと土地形状、周囲の環境によって理想が異なる
からなのです。あえて選択するならば木の家づくり、機能美、周辺環境との調和を共通軸とすることです。施主の作業はまず

湘南・横浜・小田原から外房・内房まで移住・住み替えを検討しているかたへ、

ご自分の理想的な暮らし方をお話しされる事からはじまります。

雑誌バイザシー【ビルダーズクラブ】なら経験豊富なスタッフが、お悩みをお聞きしてたくさんのメーカーから
あなたの条件にあった【地域で優良な不動産会社やハウスメーカー】が見つかります。

1

ビルダーズクラブの３つのメリット

信頼できる【住宅会社、工務店】を
ご紹介します
お客様の資金計画や条件に合わせてベストな
パートナーをご紹介します。
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お引越しまでを完全サポート、
ご相談は何回でも

ビルダーズクラブは無料相談からお引越しまで、
お客様のサポーターです。
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□ 土地探しから相談できる

□ 予算内で自由な設計

□ モデルハウスがある（OB 訪問も可能です）

□ 専属インテリアコーディネーターがいる

□ 施工例や構造見学会を体験できる

□ 外構工事の相談も含めることができる

□ 設計から施工まで一貫した監理ができる

□ リノベーションについての相談ができる

□ 資金計画、ローンの相談ができる

□ マンション・リフォーム相談ができる

お客様はずっと無料！
ご安心ください、お客様はずっと
手数料なし、完全無料です。

お客様へのサポート体制

お客様の【移住と家づくり】
こんな不安にお答えします！

代表取締役：本田義一さん
プロフィール 1966 年横須賀出身、ゼネコンの
内装工事や大手工務店の下請けを経て 2004 年ワ
イズホームを設立。その穏やかなキャラクターか
ら施主 OB みなさんにも信頼が厚い

□湘南や千葉外房の土地の相場は？ 資産価値は？
□建売りと注文住宅ってどう違うの？
□注文住宅って何からはじめればいいの？
□土地探しから家づくりまで、どの会社に相談すればいいの？

ハウスメーカーの下請けを担当してきた経験から、会社設立の動機は、
『独自のスタイルで
はなく、お客様のご要望に応じて丁寧に作っていきたい』でした。
私たちが建てる住まいは、すべて完全フリープラン。住宅カタログをお渡ししてベースを
お選びいただくのではなく、お客様の「こうしたい」に徹底して寄り添う本当の意味での
自由設計です。理想の住まいを想像していただいたら、建築のプロとしてそこから「具体
的にどうしていくべきか」を提案し、実際の家づくりへと落とし込んでいきます。
お客様は逗子葉山、鎌倉を中心に 30~50 歳代が中心で海っぽい暮らしがおすきな方が多い
です。50 歳代以上の方はコミュニケーションを大切にされる方が多いですね。
ですからワイズホームはお客様との対話を重視します。着工までの打ち合わせ回数は 20
～ 30 回でかなり多いほうかもしれません。つくるべき住まいのイメージが共有できるまで、
何度でもお会いしてお話します。
また大工はもちろん、内装・外溝・設備などを担当するさまざまな職人は付き合いが 10 年、
15 年と長期にわたるメンバーで、
そこには「あうんの呼吸」があります。全員がワイズホー
ムのコンセプトを理解し、
「チームワイズ」として、それぞれの立場からお客様の住まいづ
くりを支えています。

お客様

□かっこいい家にしたいから、建築家に頼みたい
□工務店からのしつこい営業や電話はカンベンして
□工務店がたくさんありすぎて特徴がよくわからない

３つのお打合せ方法
オンライン 電話相談60分
（LINE通話もOK）

訪問打合せプラン90分
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¥0
¥0

ZOOM相談60分

資料請求・お問い合わせ、ご相談は

チーム
ビルダーズクラブ

お申し込みは
こちらから

ご相談申込のかたへ最新号プレゼント !!

▼
▼
▼

¥5,000

☎045-232-4370 （受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休） または 雑誌バイザシー

検

索
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自然に囲まれて暮らしたい

【千葉・外房移住】
千葉県いすみ市・佐藤裕一、智波さん

取材・藤原靖久
撮影＊ワイズクリエイティブオフィス

わたしたちは今、アフターコロナの新しい生活様式についてあらためて模索しています。
わたしたち個人個人が人生観を見つめ直すチャンスなのかもしれません。
最近では東京近郊の移住先として、千葉県が注目されます。
とくに海のある外房、サーフスポットに近い一宮町、いすみ市周辺はサーファーだけでなく、
自然の中で子育てをしたい、通勤圏内で家族との時間を増やしたいなどの、
期待を込めたご家族の移住があとを絶ちません。

200 坪ほどの広い敷地に一見平屋を思わせる大屋根のS 邸。
緩いカーブを描く
アプローチが訪れる人たちを手招きして迎えてくれるようです
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❶
❶「私は1 日のほとんどをキッチンで過ごします」
と話す奥様。
お二人はテレワークになって、
さら
に会話が増えそうです
❷パンづくりやお料理に使いやすさをと、
天井から吊るした棚はご主人のお手製です
❸玄関に続くカバードポーチ（ラナイ）
から見える田園風景は外房移住で得た宝物
❹使いやすさを優先したキッチン。
奥には大きな
ストレージがある
❺玄関奥にはロングボード置き場になっている。
10 フィートのボードも余裕だ
❻カバードポーチは時にはおふたりの憩いの場
所にもなるそうです
❼ロフトはテレワークや趣味の楽しむスペースに
❽キッチンと一体化した大きなリビング。
大きな勾
配天井を利用したツーバイフォーによる大空間。
階
段を上がるとご主人のワーク部屋になっている

❸

❷

❹

❺

❻

湘南から千葉外房へ、移住を決断
佐藤さんご夫婦はほんの 1 年前までは湘南・辻堂に
住んでいた。湘南のど真ん中、辻堂海岸にほど近い

そんな中で知ったことは、千葉県の土地の相場が想
像以上に安いこと。

力はどこにあるのでしょうか？
自宅に伺うといろんな場所で、ご主人自作の DIY が

サーフタウン。地元のサーファーたちが長年夢見てき
たその賑わいは、若者たちがその中心ですでに日常

はなく、隣町のいすみ市を選んだ理由がそこにありま
した。もっと静かに、自然に囲まれてゆったりと暮ら

アパートで 16 年を過ごしました。ご主人はロングボー
ドを楽しみ、都会の人が羨む典型的なオシャレな湘
南ライフでした。
辻堂周辺はいまや首都圏でも屈指の「海が似合うオ
シャレな街」
。駅直結の SC には休日には交通渋滞が
発生するほどの人気です。
佐藤さんご夫婦はアウトドアが大好きで、各地にキャ
ンプに行ったり、千葉・館山の友人宅に遊びに行くこ
とも頻繁で、しだいにおふたりはカントリーライフの
魅力にとりつかれていったようです。

お二人の理想的な暮らしをビルダーである「つるお
か工務店」にしっかりと伝え、理想的な南欧風カント
リーハウスが 2019 年 12 月に完成しました。
ご主人は大手自動車メーカーのエンジニア。最近で
は実験以外はテレワークになっていて出勤は週に１、
２回だそう。通勤経路は、自宅から車で一宮駅まで
（いすみ市の移住政策で一宮駅周辺の駐車料金に補
助金が出る）
、外房線急行に乗って東京駅まで１時間
３０分。さらに勤務先まで通算片道３時間の旅。
これほどの通勤事情に耐えるほど、外房ライフの魅

眼に入る。ベッドルームの木製内窓、キッチンのつり
棚、直近では敷地奥にスケールの大きい倉庫を建設
中。移住してから近所の製材所に通ってテクニックを
吸収したほどの入れ込みよう。
プ ロの パン 製 造 技 術 を 持 った 奥 様 は、自宅 で
PADDY FIELD という名前のパン屋さんをオープン
させる。まもなく釜も設置されるそうだ。そんなエネ
ルギッシュなおふたりを制御するものはなにもない。
たとえ片道３時間の通勤時間を犠牲にしても。
外房でも移住増加が顕著な一宮町は日本でも有数の

的で都会的でもあります。おふたりがあえて一宮町で

したい。そんなお気持ちを抱えていたのでした。
「目の前の田んぼは、田植えの頃の池のような表面
が、稲が育って緑の絨毯のようになり、秋には黄
金色に変わっていくんです」
自然に中で暮らす人にしかわからない、季節の変
化を奥様はこう話す。
房総千葉は、決してオシャレの最先端の街ではな
い。海と山に恵まれた大自然こそが宝物。自分の
人生は自分でつくる、そんな力強さが佐藤さんご
夫婦にはあるのです。

❼
❽
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外房移住

のヒント教えます！
外房・一宮町

❷

❶
❶カントリー好きな奥様の理想を取り入れたパウダー
＆ランドリールーム
❷「おふたりの夢の実現に頑張りました」
と話すつるお
か工務店現場スタッフと
❸ご自分で描いたパンのイラスト「PADDY FIELD」
もうじきオープンです
❹絵に描いたような房総ライフを表現する佐藤邸。
右奥にはご主人が小屋を建築中

❸

土地探しや家づくりは、
地元の不動産会社に相談することをお勧めします。
◎ DATA ◎
千葉県いすみ市 S 邸
敷地面積／ 717.40㎡（217 坪）
延床面積／ 119.01㎡（36 坪）
１階／ 92.56（28 坪）
２階／ 26.45（8 坪）
構造／木造ツーバイフォー工法 ２階建
間取り／３LDK
設計・施工／有限会社 つるおか工務店
家族構成／２人
田中輝治＊昭和 31 年、千葉県一宮町の農家に生
まれる。板前や割烹経営を経て平成 1 年不動産
会社（株）アーゴプロジェクトを設立。「頑張る
サーファーを応援します」をモットーに一宮町
を中心に不動産事業を展開、31 年の実績がある。
数々の世界、国内のサーフィン大会を開催し成
功に導き、一宮町をサーファーの街として大き
く発展させたその功績は大きい。2021 年一宮町
はオリンピックのサーフィン会場として大役を
果たすことが期待されている

千葉県外房・移住定住に関する、
市町村の窓口及びおもな移住支援制度（一部）
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❹

外房の移住はたしかに増えています。賃貸物件
が足りなくなっているほどです。弊社は千葉県
一宮町で「頑張るサーファーを応援します」を
モットーに 30 年ほど営業していますが、最近で
はコミュニテイー空間があるサーファー向けの
賃貸物件も増えてきています。
アフターコロナは、家を買うよりも、賃貸の方
が増えるかもしれません。また会社通勤がテレ
ワークになると、都心に通勤するなら郊外に住
替えたいと考える人も多くなります。一宮駅周
辺は家賃が安く、駐車場が月 3000 ～ 5000 円程
度です。新築一戸建て２LDK、20 畳リビングで
高くても 14 万前後。一番人気があるのが２LDK
の一軒家で 10 万円前後です。駐車場が２〜３台
分くらいあれば超人気になります。
最近弊社で扱った 2,550 万円の新築建売物件は、
土地が 145 坪、建物 23 坪の平屋です。国全体の
人口が減少することにより土地も安くなってくる

の始発駅で、都心への通勤圏内です。2021 年オ
リンピック・サーフィン大会会場になることで
も知られています。数年前には人口増加全国２
番目という年もありましたが、リーマンショッ
クがあって次に大震災が続きました。近年は日
本全体で９年連続で人口減少となっていますが、
経済成長が回復しなければ、労働人口が減少、
さらに高齢化が進んで地価も下がることが予測
されています。
土地探しや家づくりは、地元の不動産会社へ行
くことをお勧めします。千葉県は農地や排水の
問題も多くあるので、なにより地元の会社が頼
りになります。最初は賃貸に住んでみてはどう
でしょうか。1 年くらい住むだけで知り合いも増
えることもあるし、土地勘を得ることで不動産
知識も増えてきます。ニュースなどでは倒産や
店じまいも年末あたりから増えてきて、景気も
悪くなってくることも予測されています。これ

と、ゆったりとした敷地が買えるようになります。
平屋はその暮らしやすさと開放感が魅力です。
一宮町は「緑と海と太陽のまち」です。通勤圏
になる上総一ノ宮駅は JR 外房線の通勤快速電車

からは日本全体の人口も減るわけですから売り
物件も増えてくるでしょう。焦らずにゆっくり
と考えて、いいところも悪いところも体験して
決められたらいかがでしょうか。

住宅
支援

空き家
情報

就業
支援

田舎暮らし
体験

館山市

雇用商工課
館山市館山 1564-1“渚の駅”たてやま内
電話：0470-22-3136

○

○

○

○

勝浦市

観光商工課定住・ビジネス支援係
勝浦市新官 1343-1
電話：0470-73-6687

○

○

○

○

鴨川市

まちづくり推進課
鴨川市横渚 1450
電話：0470-93-7828

○

○

○

○

南房総市

企画財政課
南房総市富浦町青木 28
電話：0470-33-1001

○

○

○

○

いすみ市

水産商工課
いすみ市大原 7400-1
電話：0470-62-1332

○

○

御宿町

企画財政課
夷隅郡御宿町須賀 1552
電話：0470-68-2512

○

○

○

一宮町

企画課
長生郡一宮町一宮 2457
電話：0475-42-2113

○

九十九里町

山武郡九十九里町片貝 4099
電話：0475-70-3121

○

○

○

○
○
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強い構造体を得ることで、こうした大空間を作り出すことができた H 邸。開口
部の大きいサッシの先には、秋谷海岸を見下ろす広いウッドデッキがつづく。
全開口にすれば、ダイナミックな光景がほしいままに

湘南の家づくり VOL.21

神奈川県横須賀市 H 邸
取材◎藤原靖久
撮影◎大越邦生（株式会社アクトグラフィー）

夏の終わりの秋谷海岸。
この丘にはいくつかの坂道があり、ゆっくり歩みを進めれば、樹木の間から水平線が見えてきます。
横須賀市西海岸エリアは湘南の喧騒からも離れて、さらに静かな環境に移ろいます。
ながい坂道の先に、まるで水平線が手がとどくかのように迫ってくる H 邸があります。
そこには上質な大人の暮らしがありました。
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海のそばで暮らすことは、１年 365 日がパラダイス
かというと、答えは否。
とくに海岸に近い地域の生活では、都会人には信
じがたいほどの美しい光景と引換えに、塩害や台
風被害、湿気はやむ得ないものと受け止める覚悟
が必要です。
「人間万事塞翁が馬」
。自然を身近に感じる暮らしは、
良いことも悪いことも受け止め、楽しんでこそです。
さて、H さんご夫婦が、50 年前から建っていた
RC 構造２階建ての住まいを購入したのがおよそ
20 年も前のこと。

秋谷海岸は、晴れた日は、東から西へ長い時間太
陽の恩恵を得られます。いっぽうで海から吹き上
げてくる海風はときには大量の塩分を含んだ湿気
を運んでくることも。その様子を「雲が吹き上がっ
てくるようですよ」とご主人は話します。
50 年前の RC 構造の建物のリフォームが困難なこ
とを知った H さんは、周辺環境から「木の家」を
希望し、キリガヤモデルハウスを見学して、床の
無垢の木の感触と冬でも裸足で暖かいことを体験
して、木の良さを確信したそうです。
「終の住処」とおっしゃるこの家は、大きなリビング

とゲスト用としても活用できる和の空間、そして２
階のワーク＆フリースペースからは秋谷の海の水
平線も望めます。部屋数を抑え、各部屋の無駄の
ない空間はとても落ち着いた暮らしを生み出して
います。
また、奥様は玄関、バスルーム、そしてキッチン
のクオリティには強いこだわりをお持ちで、厳選し
た天然木で作るオーダーメイドキッチンの有名ブ
ランド「インパクト社」の住設を採用されています。
H 邸は、シンプルな設計と上質な住宅設備が、上質
な大人の暮らしを見事に演出していました。
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相模湾を見晴らす絶景のロケーション。目前に海、
背後に山、独特の地形は住まい手にとって様々な恩
恵と影響をもたらします。この土地ならではの心地
よい景色、光、風を上手く取り入れること！ と同
時に湿気をいかにコントロールするか !? がテーマで
した。H 様が長くこの土地に住まいつつ悩んでいた
こと、それは湿気とカビ。問題を解消するための
工夫もなされています。室内も清々しさを季節毎
に感じていただけることと思います。

❽

❻

❾

❼
❶

❷
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❶２階はプライベートなワークスペースに。
目線の先には階下のリビ
ングを飛び越えはるか秋谷海岸のビューが広がります
❷バスルームの高品質な住宅設備とシンプルな設計によって高級感
が漂います
❸厳選した天然木を採用したインパクト社のオーダーキッチンは、
シンプ
ルで高機能。
木を多用した住宅にも自然になじむ配色を選択できます
❹無駄な装飾を排除したことで清潔感が漂うシンプルな玄関
❺こだわりのオーディオを備えたリビングルーム
❻大きな切妻屋根のシンプルな外観、
撮影時は残念ながら植栽が完
成していませんでしたが、
シンボルツリーに泰山木（たいさんぼく・
マグノリア）
を植える予定と、
ご夫婦の期待が膨らみます
❼❽❾ゲスト様に利用することも考えて設けた畳の間。
障子は自由に
収めることが可能
❿秋谷海岸の水平線を背景に佇むH 邸

❸

❹

❺

❿

店舗DATA

■MATERIAL

神奈川県横須賀市 H邸
敷地面積／304.16㎡
（92.01坪）
延床面積／109.61㎡
（33.16坪）
1階／95.36㎡
（28.85坪）
2階／14.25㎡ (4.31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・施工／株式会社キリガヤ
家族構成／2人

◎ 外部仕上げ
屋根／ガルバリウム鋼板葺き
外壁／左官壁
（レーブＬＭ）
その他／軒破風：杉材・オスモ ウッドヅテイン
プロテクター塗装
◎内部仕上げ
床材／1F：ヒノキ材15㎜
2F：ヒノキ材15㎜
壁／左官仕上
（天然スタイル土壁）
天井／ヘムロック材羽目板

＜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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SHONAN ARCHITECTURAL BRAND

湘南アーキテクチュアル ブランド ストーリー
海のそばでは最良といわれる外壁材、
レッドシダーを採用するビルダーとして
湘南のシンボル的存在、バウムスタンフ。
美しい海岸線や遠くの街並までも一望できる丘陵地に
高低差を利用したスキップフロアを実現した秀逸作品。

株式会社バウムスタンフ

高低差がある高台の上位地区という特性を活用して、リビングダイニングを 2 階に配し、勾配天井を利用して大きな空間をつくり出しました。美しいレッドシダーの木
目と木の香りが安らぎを与えてくれます。施主が時間をかけて丹念に探し当てた土地だけに、富士山の優雅な姿だけでなく江ノ島や茅ヶ崎の烏帽子岩、湘南の美しい
海岸線や湘南ライフタウンまでも一望でき、家族にとっても一日の多くを共に過ごす特別な場所となっています。
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❺

❸

❻

❶

神奈川県藤沢市 K 邸

取材・文・写真◎ワイスクリエイティブオフィス
DATA
敷地面積／174.65㎡（52.92坪）
延床面積／161.13㎡（48.82坪）
1階 ／67.49㎡（20.45坪）
2階 ／63.33㎡（19.19坪）
用途地域／第一種低層住居専用地域
構造／RC+木造2階建て

❷

間取り／4SLDK＋駐車場
設計／有限会社アトリエエーワン
（三原栄一・山本寛之）
施工／株式会社バウムスタンフ
家族構成／4人（子供2人）
MATERIAL
●外部仕上げ
屋根／GL鋼板
外壁／信州産唐松サイディング T&T
（林友ハウス工業）
● 主要内部仕上げ
床材／ミャンマーチークフローリング無塗装15mm
天井／米杉パネリング 無塗装
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❹

❼
❶高低差を利用したRC 構造によるガレージは愛車と
ともに過ごすご主人の趣味のくつろぎスペースです。
男子憧れの空間ですね
❷中二階に設けた和室はゲスト用としても活用しま
すが、
お子様の素敵な絵画のギャラリースペースとし
ても利用しています
❸ファイヤーキングなどの収集が多く、
キッチンまわり
の収納も大切な鍵。
後方の棚は圧迫感のない半扉とし
て左右にスライドできます。
「隠しながら見せる」
そん
な細かな配慮が見受けられます
❹施主ご家族は12 年間の米国生活から帰国。
家具や
インテリアの多くはアメリカから持ち帰ってきたもの
だそう。
リビングからステップダウンするダイニングに

はアメリカの50’
s やニューモダンで統一されていま
す。
施主が心地よいとするライフスタイルを充分にヒ
ヤリングして具現化する。
建築家が携わった住宅はど
こかしら空気感が違うものです
❺RC 構造建築の堅固な構造の上に縦サイディング
の信州カラマツをまとった外観が、
湘南の静かな住宅
街によくとけ込んでいる。
湘南の気候風土を条件とす
れば木の家がとてもふさわしいと思う瞬間です
❻主たる生活の場は2 階に置かれるのだろうが1 階南
面の庭はウッドデッキとパーゴラで包まれ、
しっとりと
穏やかな空間になっています
❼スッキリとしたエントランスからはスキップフロアで
各階に通じる随所に収納を設けて有効利用している

＜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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HYGGE

（ヒュッケ）

炎のある空間で、心も体も暖める、
ちょっと幸せな時間。

新連載第１回：横須賀市・
ローゼンベッカー・榧の木邸
オーナー 阿久津博是さん

清掃、ブラッシング、洗浄の工程を通して無垢材を蘇らせる DSK スマイルコーティング
一年中太陽光と雨風にさらされるウッドデッキは、高価な超硬質アイアンウッド
を使用すると耐久性は高まりますが、施工にコストがかかることが難点。一方で
軽量で加⼯性の良い国産材を使⽤することにより、より低価格で良質なウッド
デッキをつくることができます。しかし経年の変化とともに無垢の木は、同時に
劣化も伴うことがあります。
とくに天然⽊材でつくるウッドデッキや小屋は、天然⽊材ゆえの耐久性の問題、頻
繁なメンテナンスなど、諸問題もあります。でもやっぱり天然⽊材でつくる木の感触
は捨てがたいもの。そこは
「DSK ウッドコーティング」
でそのお悩みを解決しましょう。
「DSK ウッドコーティング」を施工することにより、⽊材表⾯の強度が上がり傷
にも強くなります。さらに優れた抗菌効果があり、コケやカビなどの繁殖も抑え
ます。ウッドワックスまたはオイルステインで、お好きなカラーに仕上げることも
可能です。もちろんコーティング材は無臭です。
ウッドデッキは新設時がベストですが、設置後 3 年〜 5 年くらいまでであれば清
掃、ブラッシング、洗浄の工程を通して塗布することも可能です。施工価格は
面積によりますので、事前の無料見積をどうぞ。

施工後

クリーニング後

施工前

株式会社 ライジング

〒 247-0056 神奈川県鎌倉市⼤船 2 丁⽬ 10-17
TEL：0467-33-4460 携帯：070-2315-4897 メール：rigingz@gmail.com

季節はすすみ、すっかり肌寒い季節なりました。
そんな季節に家族や仲間を結びつけてくれるのが暖かいストーブですね。

地球上のどんな場所でも地上１ｍに浮かぶ、大人 6 人がくつろげる空間が ZERO POD だ！

王道の薪ストーブ、現代の生活にマッチしたペレットストーブ。
どちらも用途に応じて使い分けることによって、心も身体もなごみます。

神奈川県葉山町在住の建築家、下平万里夫氏がおよそ１０年の歳月をかけて
完成、製品化にたどりついた ZERO POD（ゼロポッド）
。
建築家という立場で、自然環境を維持するために建築はなにができるのか？
「運べる建築：ゼロポッド」コンセプトはこうして生まれました。
１、自然保護：撤去したら何も残さず何も傷つけない ZERO POD なら、美しい
自然を傷つけないこと。
２、真のエコリゾートの実現： ZERO POD は、どこでも快適なリビングスペー
スが作れ、海岸や自然公園など素晴らしい自然の中に食事や宿泊を楽しむエコ
リゾートが実現できること。
3、災害支援：ZERO POD は災害直後の瓦礫やぬかるみにも簡単に設置でき、
また、撤去すれば何も残らないので、応急避難施設にも最適。

ホスト

長年ヨットに親しんできた下平氏。デザインはヨーロッパの木造ヨットにインスパイ

星広信さん

ほしひろのぶ
ほしひろのぶ＊ R314
ワークス代表。建築会
社で住宅のプランニン
グに携わる中でペレット
ストーブに魅せられ独
立。現在は湘南、横浜
エリアを中心に神奈川、
東京でペレットストー
ブ、薪ストーブの販売、
設置を生業としている。

あくつひろゆき
横須賀市林で 39 年間
続くパン、ケーキ、カフェ
専門店「ローゼンベッ
カー・榧の木邸」オー
ナー。2019 年に横須賀
市衣笠に移転、江戸時
代後期の民家を大改修
し、自然に囲まれた環境
のもと、癒しのカフェと
して注目されています。

ゲスト

阿久津博是さん

アされたという。素材は、デザイン・強度の観点から、主にヨーロッパから調達し、
一点一点、手作業で作られる木製パーツやテーブルは高級家具そのもの。地上１
ｍに浮く空間は、快適で、リラックスでき、今までにない居心地を味わえる。

ペレットストーブの導入のきっかけは、40 年前にさか
のぼります。その頃はまだペレットストーブは知らず、
薪ストーブをずっと入れたくてね。素敵じゃないですか、
薪ストーブの雰囲気は。でも個人で持ってらっしゃる方

ただのアウトドアギアとは一線を画するラグジュアリーな逸品です。

ZERO POD・主要スペック
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

大人 6 人がくつろげる直径３ｍの空間をゴルフバックに収納
大人 6 人（５００ｋｇ）を乗せた空間をわずか 6 点の支持点で地上１ｍに浮かべる構造
凸凹や斜面でも工事不要で簡単に設営でき、自然を傷つけない脚部
5 分（最短 2 分）で簡単に設営、撤去できる折り畳み機構
総重量約１７ｋｇ
コンパクトに折りたためるラグジュアリーな木製テーブル
蚊や虫はもちろん、紫外線や外部の視線もカットしつつ、開放的な眺望を確保する窓
内部結露しない二重ルーフ
販売価格 180 万円（消費税別途）
正式発表日 2020 年 8 月 22 日
お引き渡し予定 2021 年 6 月下旬
お問い合わせ：株式会社ＭＡＲＩＯ ＤＥＬ ＭＡＲＥ一級建築士事務所
神奈川県三浦郡葉山町一色 1835-2 TEL：046-874-7560
MAIL:info@mariodelmare.com
https://shop.delmare.co.jp/

ZEROPOD 体験プランのご案内

１０月 1 日～ 15 日より葉山 SCAPES THE SUITE にて
ZEROPOD 内で食事を楽しめる貸し切りプランを期間限定で開催。
海を見渡す最上階プライベートスペースにて２つのコースをご用意。

はそんなにいなかったし、私の自宅は北欧メーカーの
家だったので、
家にも良く似合うと思っていたのですが、
3 重ガラスの高気密の家で全く必要がなかった。
（笑）
その後もストーブの演出が好きで、箱根か軽井沢で見
たのも印象に残っていて。私はお店にいる時間が多かっ

● ZERO POD 天空ランチプラン :
完全プライベートの ZERO POD にてコース料理・乾杯酒付き。
（お二人様 10,000 円税・サ込）※ 4 名様までご利用いただけます。
●ジャグジー＆ ZERO POD 天空ランチプラン：
海が一望できるプライベートジャグジーでお寛ぎいただいた後、
完全プライベートの ZERO POD にて
コース料理・乾杯酒付き。
（お二人様 15,000 円税・サ込）

たから、火を囲んでコーヒーを飲んだら気持ちいいだ
ろうなあと、ずっと思っていました。炎を眺めるだけ、
語ることは何もない、という雰囲気ですね。本物の火
は最高です。私のカフェを始める原点でもありました。
横須賀や横浜でストーブを入れてカフェをやるってこと

詳しくは SCAPES THE SUITE
公式ホームページにて。
https://www.scapes.jp/restaurant.html
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/

デジタル版なら BYTHESEA.ONLINE ですべて無料で読めます。

vol.
01

vol.
02

vol.
03

vol.
04

vol.
05

vol.
06

vol.
07

vol.
08

vol.
09

配や管理も大変ですしね。その点ペレットストーブは
燃料の手配や管理、ストーブの操作も簡単な点が気に
入っています。
このペレットストーブは温風が出ないので、埃も舞わな

”火のあるカフェで、憩いの時間を”

vol.
10

は最近の話だと思いますが、私は 5 年ほど前にペレッ
トストーブを知って、初めて導入しました。
私がものすごく時間に余裕のある人間だったら薪ス
トーブにしますよ。でも私はお店をやっているから。そ
こに時間と労力をかけられるのなら、薪ストーブもいい
ですが、どうしても都市部ですと家同士が近いので、
煙をもくもく出すわけにもいかないですし、年々薪の手

◎ペレットストーブとは
主に間伐材や製材する際に発生するおが屑などを、圧縮成形した木質ペレッ
トを燃料とするストーブ。薪ストーブと同じく、木という天然資源を燃料とする
が、自動着火、タイマー制御等扱いが容易で、大掛かりな煙突工事も必要なく、
手軽に本物の炎が眺められるストーブとして人気がある。国内、海外問わず多
数のメーカー、ラインナップがある。
木質ペレット燃料は、日本に豊富にある森林資源（杉、ヒノキ、松など）を有
効活用でき、熱エネルギーを自国の資源でまかなえるというエネルギー問題、
カーボン・オフセットなどの環境問題、林業や地域経済の再生など多方面に
好循環を生み出すエネルギーとして注目されている。世界的にはヨーロッパを
中心にアメリカ、カナダ、アジア各国で普及が拡大している。

くて、輻射熱だけで暖めるので、人の身体に優しいん
です。購入前にこのストーブの現物を見るため、新幹
線で新潟まで見に行きましたよ。佇まいがいいでしょ
う？ これはスタイリッシュでかっこいい！
お店でもみんなペレットストーブの前に集まるんです。
昔の日本の縁側での憩い、北欧で言うヒュッケですね。
みんなあの火を映像のように見ているんですね。
日本には子供の頃に囲炉裏の文化がありましたが、私
は水にも火にも、もちろん山や海にも、神が宿っている
くらいに思っていますが、人間がそれを壊してるんで
すね。自然を大事にしなければいけないと思いますね。
自然に勝るロケーションはないと思います。

◎今回のペレットストーブのご紹介
Stûv（ストゥブ）P-10
【ユニークかつ実用的な
ベルギーペレットストーブ】
最大 8kw の暖房出力と 90％以上の高い燃料効率で、高
気密住宅にも対応できるペレットストーブ。回転式ヘッド
や、ローディングハッチなど、他のペレットストーブにはな
いユニークな機構を備え、温風の出ない輻射式暖房により
快適な暖かさと、非常に静かな運転を実現しました。

※ヒュッゲとは＜幸福度が高いデンマーク人が大切にしている時間の過ごし方や心の持ち方を表す言葉です。

20

21

、

が良くて
都心にもアクセス
自然がいっぱい

小田原移住

こういう暮らしかたがあったんだ！
でシンプルに暮らすこと
【湘南平屋】
小田原では交通機関も充実しているから、都心とも大きな距離感もなく、
自然に恵まれて子育てにも最適な環境。さらに生活がしやすく治安もいい。
小田原移住は、時代を先取りした選択です。

01

地

02

国府津

そこで今回は小田原でも注目されている【湘南平屋】を大研究してみました。
取材協力：湘南リビングセンター
（株）

売

土地
価格

売

地

03

小田原

万円

土地
価格

〈販売現地〉

■交通／東海道線｢国府津｣駅徒歩6分
■土地／158.42㎡(47.92坪)
■地目／宅地
■用途／第1種住居地域
■建ペイ率／60％
■容積率／200%
■所在／小田原市前川

売

万円

鴨

〈販売現地〉

05

万円

売

見学。
２LDK という４人家族が過ごすにも十分な間取り
と、
高品質な住宅設備を備えています。
平屋は狭いので
快適に生活できるスペースを体験することで解消されま
と。
リビングには勾配天井を利用したロフトも。
平屋には
2 階建住宅と遜色のない生活空間が詰まっていました。

10

万円

賃

貸

敷地面積／ 117.94㎡（35.67坪）
延床面積／ 66.66㎡（20.16坪）
構造／木造ツーバイフォー枠組壁工法
間取り／２LDK
設計・施工／湘南リビングセンター
（株）
家族構成／4人

マンション

敷金

12

真

賃

貸

なし

■交通／東海道線
｢早川｣駅 徒歩3分
■専有／約37.20㎡(約11.25坪)
■間取／２ＤＫ(平成元年12月築)
■共益費／2,000円/月
■保険／18,000円/2年
■所在／小田原市早川
■P／11,000円/月
■その他／定期借家２年
（再契約型）
※保証会社要加入：初回保証料
月額賃料等の100％/契約時
※諸条件相談可
（媒介）

（媒介）

マンション

敷金

なし

13

なし

■交通／東海道線
｢小田原｣駅 徒歩18分
■専有／約63.76㎡(約19.28坪)
■間取／３ＬＤＫ(昭和62年8月築)
■共益費／3,000円/月
■保険／18,000円/2年
■所在／小田原市東町
■P／近隣8,000円/月
■その他／
※保証会社要加入：初回保証料
月額賃料等の100％/契約時
※諸条件相談可
（媒介）

鶴

賃

万円

〈販売現地〉

■交通／東海道線｢真鶴｣駅徒歩9分
■土地／406.30㎡(122.90坪)
■地目／宅地・畑
■用途／無指定
■建ペイ率／50％
■容積率／100％
■その他／要農転
■所在／足柄下郡真鶴町真鶴
貸

国府津

礼金

地

土地
価格

〈販売現地〉

小田原

礼金

売

マンション

敷金

なし

（媒介）

賃

14

貸

貸家

小田原

礼金

なし

敷金

礼金

賃料

■交通／東海道線
｢国府津｣駅 徒歩17分
■専有／約66.15㎡(約20.01坪)
■間取／３ＬＤＫ(平成25年1月築)
■共益費／6,000円/月
■保険／22,000円/2年
■所在／小田原市国府津
■P／6,600円/月
■自治会費／350円／月
■その他／
※保証会社要加入：初回保証料
月額賃料等の50％/契約時
※諸条件相談可
（媒介）

■交通／東海道線｢小田原｣駅
バス11分「陣場」停歩4分
■延床／約132.73㎡(約40.15坪)
■間取／５ＬＤＫ(昭和57年10月築)
■共益費／込み/月
■保険／18,000円/2年
■所在／小田原市東町
■P／近隣6,600円/月
■その他／定期借家２年
（再契約型）
※保証会社要加入：初回保証料
月額賃料等の100％/契約時
※諸条件相談可
（媒介）

お問合せはこちらから
平屋専門店 小田原

■公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員 ■公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会会員 ■一般不動産投資顧問業 国土交通大臣一般 000497号
■公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 ■一般建設業、
建設工事業 般-28 第43871号 ■賃貸住宅管理業 国土交通大臣
（2）
第2392号

TEL.0465-21-1680

土地探しからお手伝いいたします。
ご相談ください

0120-45-2103
ヨイ

フリー
ダイヤル

フドーサン

0465-21-0701
0465-21-0715

※媒介物件の場合、
ご成約の際には規定の仲介手数料及び消費税を申し受けます。
※2020年10月10日時点の情報につき契約になった物件に関しましてはご容赦ください。
※U=ユーティリティ ※S=納戸

OdakyuOX

セブンイレブン

伊豆箱根鉄道

当店

（旧丸井ビル8F）

小田原駅東口

※1Fドラッグストアー

東口

小田原駅交番前

小田原ラスカ

小田原駅

東海道本線

箱根登山鉄道
東海道新幹線

至熱海

センター
株式会社

MAIL:info@sn-living.co.jp

神奈川県知事免許
HP:http://www.sn-living.co.jp
（10）第12904号
〒250-0011
TEL:
神奈川県小田原市栄町1-2-1
FAX:
小田原駅前ビル8階

至東京

22

DATA

早川

貸

〈販売現地〉

（媒介）
09

賃料

コンパクトな住まいで、必要最小限な暮らしに
宅ローンの金利引き下げが適用されるなど、
トー
こだわる【湘南平屋】は、
タルコストにも貢献しています。
階段の上り降りがなく、価格もリーズナブルで、 【湘南平屋】なら、コストを抑えつつクオリティ
少子化が進む近年の住宅事情で新しいトレンド
の高い家づくりが可能で、使い勝手がよくメン
になっています。
テナンス性の高い住宅設備も必見です
【湘南平屋】では全ての設備が１つのフロアに 【湘南平屋】は、建物の高さが低いことと、支
揃っているので、無駄な動きや時間を減らし、 える重さが少ないことで安定性が増し、揺れに
家事や日常生活が効率よく進められる上、ご家
くく潰れにくい構造であり、危険を感じた時点
族をより身近に感じて暮らすことができます。
でもすぐに外に逃げ出せる安心感があります。
また建物のデザインや間取りを吟味した上で、 平屋が地震に強いといわれるゆえんです。
無駄を省いたミニマルな暮らしが自由な時間を
さらに【湘南平屋】は規格化して短時間での施
増やし、生活を楽しむベースになります。
工が可能になっています。購入後のメンテナン
階段がないので将来的にも高齢者の足腰に負担
スコストも安上がり。従来の２階建住宅に比べ
が少ないこともメリット。 自治体の助成金や住
て低価格なのはこんな秘訣があるのです。

■交通／東海道線
｢国府津｣駅 徒歩22分
■専有／約23.19㎡(約7.01坪)
■間取／１Ｋ(平成25年7月築)
■共益費／3,000円/月
■保険／18,000円/2年
■所在／小田原市田島
■P／近隣6,600円/月
■自治会費／350円／月
■その他／定期借家２年
（再契約型）
※保証会社要加入：初回保証料
月額賃料等の100％/契約時
※諸条件相談可
（媒介）

賃

万円

（媒介）

万円

賃料

シンプルな生活動線で、毎日の暮らしを低コストで快適、安全に 。

なし

11

地

■交通／東海道線｢小田原｣駅徒歩10分
■土地／165.28㎡(49.99坪)
■地目／宅地
■用途／第1種住居専用地域
■建ペイ率／60％■容積率／150％
■所在／小田原市城山

■交通／東海道線｢湯河原｣駅徒歩24分
■土地／373.00㎡(112.83坪)
■地目/畑
■用途／無指定
■建ペイ率／40％
■容積率／100％
■その他／要農転
■所在／足柄下郡湯河原町宮下

賃料

賃料

国府津

礼金

（媒介）

売

土地
価格

〈販売現地〉

地

土地
価格

〈販売現地〉

アパート

敷金

売

〈販売現地〉

小田原

湯河原

■交通／東海道線｢国府津｣駅徒歩19分
■土地／198.34㎡(59.99坪)
■地目／宅地
■用途／第1種中高層住居専用地域
■建ペイ率／60％
■容積率／160％
■その他／セットバック要
■所在／小田原市小八幡

す。
玄関には家族用のシューズクロークも配してすっきり

宮
万円

08

万円

■交通／東海道線｢小田原｣駅徒歩21分
■土地／130.31㎡(39.41坪)
■地目／宅地
■用途／第1種住居地域
■建ペイ率／60％ ■容積率／200%
■その他／別途私道持分有 24.02㎡(215分の24)、古家有
■所在／小田原市本町
（媒介）
06

■交通／東海道線｢鴨宮｣駅徒歩19分
■土地／164.03㎡(49.61坪)
■地目／田
■用途／工業地域
■建ペイ率／60％
■容積率／200％
■その他／要農転
■所在／小田原市寿町

地

土地
価格

は？ そんな不安も、
バスルーム、
キッチン、
各居室ともに

地

土地
価格

〈販売現地〉

国府津

小田原エリア国府津にある「湘南平屋」
モデルハウスを

売

鴨

■交通／東海道線｢鴨宮｣駅徒歩10分
■土地／139.65㎡(42.24坪)
■地目／宅地
■用途／第1種住居地域
■建ペイ率／60％
■容積率／200％
■その他／別途私道持分有 83.00㎡(4分の1)、古家有
■所在／小田原市鴨宮
（媒介）
07

（媒介）

宮

土地
価格

土地
価格

■交通／東海道線｢小田原｣駅徒歩19分
■土地／165.51㎡(50.06坪)
■地目／宅地
■都市計画／準工業地域
■建ペイ率／60％
■容積率／200％
■所在／小田原市久野

地

地

小田原

（媒介）
04

売

◆広告有効期限／2020年11月末日

23

宮古島
大小八つの島（宮古島、池間島、大神島、伊良部島、下地島、来間島、多良間島、水納島）からなり、
高温多湿な亜熱帯性気候で、冬も比較的暖かく、
夏は海から吹く風が炎暑を和らげてくれます。
宮古島といえばビーチ！ ですが、じつは宮古島の魅力はビーチだけではないんです！

龍宮温泉 オープン記念プラン
Go To トラベルで驚異の価格を発表！

伊豆半島最大級

南伊豆ビーチ BBQ パーク

池間大橋や来間大橋などの絶景スポットやおいしい飲食店など、

今年オープンした伊豆下田にある南伊豆ビーチ BBQ パークでは、秋や

定番スポット以外の魅力もたくさんあります！

冬に向けての楽しい BBQ を実施しています。６エリアから選べ BBQ ス
タイルが特徴で、とくにビーチゾーンは目の前が海という最高な環境で
楽しめることは間違いなし！
さて、夏は夏で楽しい BBQ ですが、１つの難点は暑いこと、
、ですね。
でも、これからのシーズンは気候も良く、食材も最高に美味しい季節で
すから気持ちよく楽しむことができますね。

幻の無人島 ? !
それは、引汐の時、干潮時だけ出現する幻の無人島なんです。

持ち込みが OK で、食材のオーダーもできるのでとてもカジュアルで便

宮古島で１番エキサイティングなツアー
「空人」のジェットボートクルージング！

満潮時にはほとんどが海の中なので見えないけれど、いざ潮が引き始める

宮古島にあるパラセイリングの専門ショップ『空人』が新しいアトラク

と段々姿をあらわし、砂浜だけの無人島となるのです。上陸後は約 1時間

ション「ジェットボートクルージング」ツアーを始めました。それは海上を

の自由行動なので、写真を撮ったり、シュノーケリングしたり、お子様から

50km/h で走り、何とスピンターンをしてしまう、まさに海上のジェットコー

お年寄りまで楽しめますよ。

スター！なんです。体験したすべての人々が絶叫間違いなし！ 途中ビュー

最近ではしだいに人気がたかまって、専用のツアーまでできるほどです。

ポイントで撮影もできますので防水カメラや携帯をご持参下さいね。

石垣港からボートで２０〜３０分行った所に存在する幻の無人島。

宮古島に行ったら是非体験してみては！

是非勧めです！

パラセーリングショップ「空人」 https://sorabito.okinawa/

利。すべてのエリアでペットが OK というのも魅力です！
もちろん GOTO キャンペーンにも対応しており、とてもリーズナブルで
利用ができます。
ドックランも完備している本格 BBQをお楽しみ下さい。
コロナ禍で下田ファンのかたの足も遠のいた２０２０年でしたが、Go

南伊豆ビーチ BBQ パーク

http://bbqpark.jp/

To トラベルキャンペーンにともない龍宮御殿のオープンを記念して、
より多くのお客様に足を運んでいただけるよう、期間限定のお得な宿泊
キャンペーンを発表しました。
明治維新に深く貢献した佐賀藩の藩主、鍋島家。その鍋島家の第 13
代藩主、鍋島直泰様のこよなく愛した下田の別邸。奥様も皇室宮家出
身の朝香宮紀久子様ということもあり、文化財級の大変趣のある素敵
な建物を復活させ、元々あった源泉からの天然温泉です。
大正から昭和にかけてのモダンな建物で、その古き良き時代が感じられ
るお部屋にステイする 1 泊 2 食付のプランです。
GoTo キャンペーンで 35％ OFF となる宿泊料金を龍宮御殿キャンペー
ン割引により、さらに 50%OFF でご提供しています。
キャンペーン期間：2020 年 10 月 16 日より 2021 年１月 31 日まで

龍宮温泉宿泊プラン
【旅館タイプのお部屋】

伊良部島にある、
秘密のダイビングスポット「中之島海岸」

24

伊良部島にある人気カフェ『ブルータートル』
宮古島から車で、超人気ドライブコースとなっ

宮古島・伊良部島といえば、ダイビングやシュノーケリングですが、今回

ている伊良部大橋。2015 年にできた宮古島

は密かにブームとなっているスポットをご紹介しましょう。

と伊良部島とを結ぶ橋で、世界屈指の透明

良いポイントはほとんどが船を使って行くツアーが多いなか中之島海岸にある

度を誇り、橋から見渡せる海も絶景です。

ポイントは、
車で行けてしまのです。

橋を渡り走ること１５分。素敵なビーチ

とても便利な場所にある。最近

沿いにあるカフェが「ブルータートル」

では海の家もできて軽食やドリン

目の前に広がるオーシャンビューは、高

クなども販売しています。珊瑚も

級リゾートホテルのプライベートビーチ

比較的浅い位置にあり、透明度

のようで、だれもが一度は訪れるといわ

が高く、小さなお子さんでも魚と

れるほど名店。お料理も充実しています

のふれあいを気軽に楽しめるシュ

が、なんといっても、お茶や食事をしな

ノーケリングポイントです。

がらの景色は絶品です！

土日祝 ￥22,000 円（税込）
→ GOTO35％ OFF ￥14,300 円
→ オープニングキャンペーン 50％ OFF
おひとり様 ￥6,980 円
平日 ￥18,700 円（税込）
→ GOTO35％ OFF ￥12,155 円
→ オープニングキャンペーン 50％ OFF
おひとり様 ￥5,980 円

【民宿タイプのお部屋】
土日祝 ￥16,500 円（税込）
→ GOTO35％ OFF ￥10,725 円
→ オープニングキャンペーン 50％ OFF
おひとり様 ￥4,980 円
平日 ￥13,200 円（税込）
→ GOTO35％ OFF ￥8,580 円
→ オープニングキャンペーン 50％ OFF
おひとり様 ￥3,980 円
龍宮温泉 龍宮御殿
〒 415-0028 静岡県下田市吉佐美６９８ 電話： 0558-22-2226
最寄り駅：伊豆急下田駅
http://ryugu-onsen.com/
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移住と家づくりのパートナー、バイザシー ビルダーズクラブ

移住と家づくりのパートナー、バイザシー ビルダーズクラブ

有限会社ワイズホーム

木とともに暮らす

レッドシダー、湘南No.1

葉山・逗子・鎌倉・横須賀の注文住宅
代表取締役

本田義一さん

サーファーズハウス、輸入住宅

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

くりは、そこに暮らす人の理想だけに忠実

家」というコンセプトハウスを考えました。

であるべきだから、私たちの家づくりには、

お施主様のこだわりを加えた唯一無二の自

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。

雑誌バイザシー
26

天然素材 100％

分らしい家をご一緒につくりましょう。

湘南リビングセンター株式会社

小田原・西湘の暮らしなら
無添加住宅ライブハウス
代表取締役 小松浩さん
石屋根に漆喰、無垢の木が心地いい。世
界にひとつだけの我が家を。無添加住宅
実績年数№ 1。自然素材の健康住宅なら
横浜市のライブハウスにお任せください。

つるおか工務店代表：鶴岡敏雄さん

KIBARI コーディネーター：当山純雄さん

そこに道を探る努力をしていきます。家づ

株式会社ライブハウス

葉山・逗子の暮らしなら

木でつくる、とことんカッコいい家

お客様の「こうしたい」に徹底して寄り添い、

「選択肢」がありません。

有限会社つるおか工務店

キバリ

資料請求・お問い合わせ、
ご相談は

常務取締役：劔持敦さん
家族や友達と楽しむ家。家には色々な使い方
があり、それは「住人十色」です。小田原、
湘南を中心に、暮らしをもっと自由に、やり
たいことを遊びにする過ごし方をご提案いた
します。

☎045-232-4370 （受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休） または 雑誌バイザシー
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移住と家づくりのパートナー、バイザシー ビルダーズクラブ

有限会社 ホームスィートホームメイド

ご家族が自然の中で暖かく暮らすこと

移住と家づくりのパートナー、バイザシー ビルダーズクラブ

株式会社 ユーロ J スペース

アールサンイチヨンワークス

株式会社ジネンジャパン

アトリエ系ハウスメーカー

ペレットストーブなら

横浜らしい洋館

ホームスィートホームメイド代表：石川秀一郎さん

ユーロ J スペース 建築デザイナー：穂満慎一さん

プロデューサー：滝本学さん

人は地球という自然環境のなかで生かされてい

住宅をはじめとして、
ガーデン、
照明、
家具、
ファブリッ

１.QUALITY：すべてに関して最高の質を

暖房器具として自国の資源を有効利用できるペ

ます。そして自然を無視して生きていくことは

クに至るまで「デザインのある上質な暮らし」
をトー

追求する

２.CLASS：クラスがある物作り

レットストーブ。湘南エリアを中心に神奈川全

できません。私たちは自然と向き合い、自然と

タルにご提案いたします。アトリエから生まれるデ

を追求する３.GIFT：社会へのギフトになる

域でストーブの選びのご提案から、設置、メン

調和した心やすらぐ空間を、お客さまと共に創

ザインのある暮らし。いつまでもピュアな輝きを失

こと。私たちは皆様とともに愛と感謝の人生

テナンスまで一貫したサービスをご提供してい

り上げていきたいと考えています。

わないあなただけのお家をお届けいたします。

を歩み、喜びと豊かさを創造します。

ます。

アールサンイチヨンワークス代表 星広信さん
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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、カフェ・アミーゴ、茅ヶ崎不動産

バイザシー設置店リスト（2020 年 7 月現在）
横浜・横須賀エリア

元町ショッピングストリート商店街の一部、家具蔵元町店、
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、HAMA CAFE、ジャックカフェ
BAR&RESTAURANT、H １CAFE 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

平塚・大磯、小田原市・湯河原エリア

ドミンゴサーフショップ、ザショップ、ROCK DANCE、日日
食堂、
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、修斗ジム 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、どすこい力士食堂、BLEU
COFFEE STAND & BAR、Cafe & bar おほり、cafe 小田原
柑橘倶楽部、SEA GREEN CAFÉ、エプーゼ、カフェ 空、カ
フェクラウディア、サドルバック、鞍馬 イタリアンレストラン、
呉地珈琲、MF キッチン、Dog Resort BY-THE-SEA

逗子、葉山、鎌倉エリア

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

自然素材の注文住宅
楽居代表：三浦若樹さん

代表取締役：田中輝治さん

家づくりを考え始めたら、まずは自分たちが幸

九十九里浜最南端の一宮～太東で海暮らし、

せに感じる生活を、心に描いてみてください。

夢ではないリゾート物件をご紹介します。田

家で過ごす時間が楽しくてしかたない。人生の

舎暮らしをしたい方からサーファーを応援す

豊かさを覚える。そんな暮らしを叶える家のデ

るビーチサイドの賃貸、戸建物件までプロ

ザイン、暮らしのデザインを心がけています。

デュースしています。

資料請求・お問い合わせ、ご相談は

28

鎌倉エリア

外房の暮らし相談

☎045-232-4370 （受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休） または 雑誌バイザシー

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、イタリア 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、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、Paint & Color
Plaza、佐助カフェ

藤沢・辻堂・茅ヶ崎エリア

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

検

索

資料請求・お問い合わせ、
ご相談は

千葉エリア

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、ゴッデス辻 堂
店、レストラン＆カフェ JAMMIN、HOBIE SURFBOARDS
JAPAN、cafe Hitte、 藤 沢 ヴ ィー ナ ス、Y’S、BYCYCLE
SALES ＆ REPAIR SBC 、Counter Attraction、レストラン
Riche、LANAI MAKAI、とんかつ大関、ELIMA、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、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

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、PBR
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、キッチン KOBUTA、EBIYA CAFE、女良食堂、
MENCORO、
COFF ICHINOMIYA、
ホテル INN KAKUI、
白砂、
PIPI、ソレイユ、ちくらつなぐホテル

☎045-232-4370 （受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休） または 雑誌バイザシー
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Quality of Life [ バイザシー ] Vol.11 Fall Issue 自然に囲まれて暮らしたい【千葉・外房移住】
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