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憧れの湘南＊ワクワクする家づくりを楽しもう

キャンペーン情報

土地探し・工務店選びのカウンセラー・バイザシービルダーズ倶楽部無料相談受付中！



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！

梅の花が満開に咲き、菜の花畑も絨毯のよ
うに魅せてくれている早春。鳥たちの囀りも、
心なしか弾んでいるように思えます。生まれ
たばかりのウグイスの下手くそな鳴き声もそ
ろそろ聞こえてくる時期でしょうか。

2021 年に入り、世の中はますますこんがら
がっている様子ですが、テレビを一切見な
い我が家はそんなカオスの世の中なんぞど
こ吹く風で、そんなことをも弾き飛ばすイベ
ントが待っているのです
やっとお家ができ上がって、2 月末にお引
越しです。
思い返せば土地を購入してから 2 年弱か
かったこのドタバタ劇。家を建てるのにこん
なに時間かけるのはちょっとあり得ないのか
もしれませんが、それも学び。たくさんのこ
とを学ばせてもらっています。うまくいくこ
ともあれば、つまずくこともあります。私の
性格上、強烈にあっさりしているのですぐに
切り替えてしまう。
ショールームでキッチン、お風呂場、トイ
レを決めるのにも１時間はかかりませんでし

た。ほかの家のパーツを決めるのも１、２で
その場で決めていく。 無理なものはあっさ
り諦め、こだわるところはしっかり伝える。
しつこく伝える。
また、なによりも今回のチームワークも素晴
らしくテキパキ。サバサバしている私が大好
きな性格の人たちだからこそ、やりやすかっ
たのかもしれません。
あらためて、工務店バウムスタンフの鶴田
さん。クラシック一級建築事務所の山本さ
ん、現場の職人さんたち、騒音でご迷惑
をおかけしているご近所のみなさまに心か
ら感謝です！　

原稿を書いている今日から２週間後には住
んでいるのも信じられないですが、まずは地
獄の引越し作業です。生まれてこのかた 20
回は引越しをしているので、ちょっとした引
越しマスター。断捨離のチャンスです！
半年前に千葉から湘南の地へ移り住んだ時
にも相当捨てましたが、今回もまだあります。
とくに子供たちの成長が著しく、子供服が
多いので、来週にはガレージセールをする

予定です。海外だと、ガレージセールは普
通の光景ですが、日本ではあまり見ないで
すよね。わざわざフリーマーケットに出店す
る必要もなく、ご近所さんや通りすがりの人
に手に取っていただけたら嬉しい気持ちで
開催です。IKEA の棚、クリアケース、古
着、子供の靴など。果たしてさばけるのか？　
乞うご期待。
 まだ、この時点ではお家ができ上がってい
ないのでお見せできませんが、次号でお見
せしたいと思います。
我が家の一番のこだわりは玄関のドアに
あり！

文＝堀内尚子
新しいおうちに引越し、
カウントダウンがスタート！

2020年12月簡易上棟式

2020 年 5 月初顔合わせ 設計契約が完了しました 真夏の地鎮祭 10 月現場にて
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連
載

総予算6000万円で諸費用は約560万円にも
注文住宅を検討されるかたには、
【土地探し】と【家づくり】の二つの課題があり、
どちらもバランスよく最初の段階から専門家に相談するのが一番です。
そのなかでとても重要なことは【資金計画】です。
今号では、土地探しから家づくりをする際の
「資金シミュレーション」についてお話をしましょう。

第 2回

不動産を持ちたい

資金計画

自分の好みでじっくり家づくりをすぐに住替えたい

中古住宅 中古住宅
+

リノベーション

注文住宅建売住宅
（分譲住宅、
 企画住宅）

土地探し 住宅メーカー
工務店選び
建築家

不動産会社

GOAL引越

プレゼンテーションと概算見積もり

プラン打ち合わせ、設計契約

請負契約

工事、検査

工事、検査

文＊当山 純雄
（株式会社フリーリーデザインボックス）

「資金シミュレーション」って家づくりの際によく聞く言葉かもしれませ
んが、どんなものを想像されますか？　僕が考える資金シュミレーション
とは下記31項目の費用に具体的な金額を当てはめ、家づくり全体で必要
な金額を試算して調整することだと思っています。

建物本体工事費用、外構工事費用、地盤改良工事費用、解体工事費用、
上下水道工事、ガス工事、空調工事、上下水引き込み工事、設計デザイ
ン料、構造設計料、建築確認費用、敷地測量費用（現況測量）、地盤調
査費用、土地登記費用、建物登記費用、滅失登記費用、ローン保証料、
ローン手数料、金賞契約印紙代、設計契約印紙代、請負契約印紙代、土
地売買契約印紙代、土地仲介手数料、火災・地震・家財保険料、家具・
家電購入費、カーテン購入費、地鎮祭費用、引っ越し費用、固定資産税、
土地購入費

家づくりに関わる費用ってこんなにあるんです。驚きましたか？　土地と
建物の金額以外に諸費用が結構かかる、という話をよく耳にするかと思
いますが、大体どのくらいだと思いますか？
そもそも諸費用っていったいどの項目を指してるの？　と、よくわからな
いまま土地探しを始めてしまう方もとても多いようです。
最初にお客さんと初めてお会いしてよくこんな会話をします。

「今回の計画の総予算はどのようにお考えですか？」
「全体で6000万円です。土地に3500万円、建物に2400万円くらいです
かね」
「それ以外いかかる諸費用は別にお考えですか？」
「いいえ一緒に考えています、諸費用ってそんなにかかるんですか？」
「はい、今の予算の置き方だと全然足りないと思います」
みたいに意外と諸費用については少なめに考えてる、何にかかるかが良く
わかってない、というのが現実でしょうか。
では具体例をお話します。
只今、土地探し真最中のKさんが実際に検討を行った土地の場合。
土地代3000万円、建物本体2530万円（税込み）、設計デザイン料97万
円として住宅ローンの借り入れを5000万円で想定しました。その他の費
用はいくらくらいだと思いますか？
回答は559万円です。全体のコストトータルで6186万円になります。
土地費用、建築・設計費用、その他諸費用のバランスについてどんな感
想をお持ちになりましたか？
その他の費用が高いな～と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、細
かくかかる費用を置いていくとこれがリアルな数字です。
ただ言い換えると、このくらいきちんと計画を作成すれば、突発的にかか
る他の費用もないということなのです。
あとは、個々に分かれて置いている金額を調整して全体のコストを予算に
近づけていければより硬い計画になると思います。
つまり、「土地探しをやみくもに始めるのではなく、まずは家づくり全体
の資金シミュレーションをきちんと考えましょう！」
私どもの家づくりでは一番最初に行うSTEPはこの資金計画からです。

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
TEL: 044-573-1118

取材協力



新連載第３回 / 有限会社クボタ住建 代表
久保田一雄、美佐子さんご夫妻（神奈川県大和市）

ペレットは人を集める装置です。
１階事務所（２階がご自宅）のストーブはお客様で
新築の時にペレットストーブをつけられるかたが３組
いらして、一度体験してみたいと思い導入しました。
わたしたちは長野の八ヶ岳に山小屋があってそこに
は薪ストーブがあります。独立した子どもたちそれ
ぞれの家族がみんな集まって過ごしていたので、薪
ストーブの良さはよくわかっていました。気持ちが
ゆったりできる炎の良さを体験していましたから、
導入のハードルは低く、薪ストーブよりもっと使い
やすいペレットを事務所に導入したのです。
自宅のペレット導入のきっかけは長女宅に設置さ
れたペレットを見て決めたのですが、会社のスタッ
フ 2 名もそれぞれ自宅にペレットを設置したほどペ
レットストーブのファンです。
最近は女性の方が興味を持たれるケースが多いです
よ。日本の暖房はエアコンが主ですから薪ストーブや
ペレットの暖かさはなかなか実感できないですが、炎
は脳波にもいい影響があるようです。
豊かな気持ちになりますね。八ヶ岳でもいろんなお店で
薪ストーブだけでなくペレットストーブもかなり多く置い
てありました。炎の暖かさはもちろんですがインテリアと
してのデザインもかなり豊富ですよね。薪ストーブは火
をつけるところから楽しめるけど、ペレットはパッとつい
てパッと消せて安全だし、導入してから生活が変わりま
したね。暖かさは床暖房ともまったく違います。
以前はダイニングテーブルでテレビを見ることが習
慣でしたが、最近はいつもストーブの近くにいるよ
うになりました。夫婦の距離が近づきましたのかも
しれません。笑
以前はテレビが家族を寄せていましたが、いまは
炎が人を集めるそうです。なんとなくみんなが寄っ
てきて会話も増えるわけです。
リラックス効果がありますね。ペレットストーブは
なくても暮らせるものでしょうけれど、暮らしが豊
かになります。家づくりのお客様にも土間にストー
ブを設置されるケースも増えていますよ。
お家にいる時間も増えたことでペレットストーブ
を検討される方がとても多くなっています。

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。

ホスト
星広信さん

おも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
て人気があります。国内、海外問わずメーカー、ラインナップも多数。
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ま
す。世界的にも欧米、カナダ、アジア各国で普及が拡大しています。

paterno（パテルノ）　P-14
クラシックなデザインで重厚感ある外観が
特徴的なペレットストーブ｡
ワイドな全面ガラスと幅広な燃焼ポットにより､ 大きくダイナミック
な炎を楽しむことができます。温風ファンの ON/OFF 切替機能や、
燃料供給用の静音モーターを採用したことで運転音も静か。細やか
な火力設定､ 各種プログラムタイマー、室温制御設定、燃焼ポット
セルフクリーニング機能付き。リモコンによりストーブの ON/OFF､
火力設定､ 室温制御設定が可能です。

◎ペレットストーブとは ◎今回のペレットストーブのご紹介

※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

炎のある空間で、心も体も暖める、ちょっと幸せな時間。
神奈川県大和市で工務店を経営されている久保田さまご夫妻。

以前から八ヶ岳の山小屋で薪ストーブの炎で癒されることを

ご家族全員が体験していたそう。

今シーズンはすっかりペレットストーブの虜になってしまったそうです。
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  4-10-34 Kanazawaku,Mutuura,Yokohama 236-0031 
   
  045-790-4033   support@y-s-home.com
    
  http://y-s-home.com/
   

Grab the stomach from here.
  



株式会社ユーロJスペース 
〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-16-2 2F
　 0120-074-186
TEL: 03-5449-7185　FAX: 03-5449-1392 
https://www.eurojspace.com/

＜取材協力＞

所在地
神奈川県真鶴町
リノベーション面積
84.7㎡
金額
1,425万（税別）
間取り
1LDK

築年数
30年
工期
2ヶ月
設計・施工
株式会社ユーロJスペース
家族構成
6人（大人 2人・子ども 4人）

海辺のリゾートマンション
リノベーションデザイン実例
神奈川県真鶴町
撮影・ワイズクリエイティブオフィス

リビングに入った途端に海が一面に広がって見えるというロケーションに恵まれているマンション。以前は船をイメージして床のチークフローリ
ングをはじめ壁から天井までを濃い色で空間を仕上げていましたが、奥様とお子様の為にナチュラルな明るい空間にリフォームをしました。

エントランス

寝室

キッチン

バルコニー

リビング＆ダイニング

玄関の床は既存を活かして、異なる素材を
ミックスしたホワイト系でコーディネート。
奥行き感が出るように右側の壁はグレー
ジュ色で塗装しました。

ベッドから正面に見える壁と、
そこから繫がるように天井ま
でをホワイトのエイジング塗
装をした板張りに。周りの壁
はリラックスができるように
少しトーンを落としたグレー
の塗装で仕上げました。以前
は朝も暗かった寝室ですが、
柔らかい光が心地よい素敵な
空間になりました。

バルコニーにもメンテナンスが不要な人工木材でデッキを作っ
たことにより、リビングと繋がったスペースになりました。

カウンターや壁のタイルは既存の物を活かし
て、扉だけをインテリアのイメージに合わせ
て製作をしました。以前は重く感じた壁のタ
イルも、今回はアクセントカラーとして空間
を引き締めるアイテムに変化しています。

海から一日中日差しが差し込むリビング・ダイニング。
ホワイトの塗装を基調としながら、素材で温かみを表現。
床にはホワイトオイルで仕上げたオークの無垢フローリング、壁の
所々には寝室にも使ったエイジング塗装の白い板張り、柱に貼った
乱形の石が空間のアクセントになりました。窓にはカーテンやブラ
インドを使わずに木製の可動式ルーバーの引き戸を付けたことによ
り、夏の強い日差しを自由に調節することが可能に。アメリカ西海
岸リゾートをイメージさせるような、海が似合う空間に仕上がりま
した。リビングから 1 段上がった浴室前のデッキエリアには、皆で
利用したくなるようなベンチスペースが。壁の板張りも含めてつい
つい座ってしまう居心地の良いスペースになりました。

Befoere

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ａ
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ウイズコロナは東京中心の社会から、IT を活用して地方でゆっくり暮らすことも簡単になったスマート社会へ。

都会の厳しい環境で競争社会を生き抜き、大きな成功を得る人たち。

海と山に囲まれた自然豊かな環境で自由におおらかに生きていくことを選択する人。

あるいは都会と地方とのデュアルライフを楽しむ人。人生には色々な選択肢が生まれています。

今号では「子育て」がきっかけとなり葉山町に移住した K さんご家族のエピソードをご紹介しましょう。

取材・藤原靖久　撮影・山本倫子　取材協力・（株）バウムスタンフ（藤沢市）　

湘南移住
K さんご家族

東京・文京区　　葉山町



主人はどんなに通勤距離が遠くても苦にな
らない、ゆったりとした性格の持ち主だそ
うで、実際に軽井沢で土地探しをはじめる
まで移住に近づいていたのでした。
しかし、現実を考えたときに雪国の暮らし
に少し不安も。
「軽井沢のような自然あふれる場所と考え
たときに、ふと葉山が浮かび、土地を見に
いったら富士山が見えて、その穏やかな空
気感にも魅了され移住を決めました」

家づくりには相当な熱意と具体的なアイデ
アもたくさんお持ちだったから設計先も色々
と検討されたようですが、海辺の暮らしを
知り尽くした地元工務店にお願いしたいと
なり、雑誌（なんと小誌の姉妹紙HOME＆
DÉCOR）で見つけた木の家を得意としたバ
ウムスタンフに依頼することに。

葉山に越してきてから、こどもたちは保育園
や幼稚園に通わず「自主保育」という希望保
護者が協力して当番で面倒を見守る保育形
式に参加しています。山や海が接近してい
る自然豊かな葉山町では、この育て方は自然
環境を最大限に活用できるのですね。
「マンション暮らしでは部屋を走り回る子供
達の足音が気がかりでしたが、ここなら力一
杯遊べるからのびのびと育ってほしい。東京
での暮らしがあったからこそ、いま葉山の豊
かさと価値観に気づけたのかもしれません」

2020年5月、コロナ禍の真只中に引っ越しを
してから、テレワークが多くなったと話す
ご主人。「テレワークが増えたらから引越
したわけじゃないんですけどね」と笑う。
件のように長い通勤時間も苦にならなかっ
たけれど、今では週末がまちどおしく、釣
りやマラソン、SUPなど楽しみたいことが

いっぱいで時間が足りないらしい。

「葉山の生活を一番楽しんでいるのは主
人かもしれません。でもそれがとても嬉し
い。海に沈む夕焼け、富士山、波の音、月、
家の窓から見える景色…大好きなものをあ
げればきりがないのですが、自然の豊かさ
を身近に感じながらの暮らしにとても満足
しています。子供と海にいけば何時間でも
遊んでいられるし、裏山を歩けば眼下に青
い海が見えて、この地ならではの恵まれた
環境に本当に感謝しています」

この移住が成功だったことは、写真のよう
に子どもたちのあふれんばかりの笑顔がそ
の証。比較的年齢層が高かった逗子葉山
周辺では、近年Kさんのような若いご家族
が増加して、街が活気づいているような気
がします。

移住を決め、土地を探し、家づくりとなる
と多くの人たちにドラマの幕が開く。その
過程にはたくさんの紆余曲折があり、細い
糸が不思議なトラックを描いて繋がってい
く、映画のようなエピソードの数々。振り
返ってみれば、家づくりにはそんなドラマ
があるからこそ愛着が湧くのでしょう。
移住とは「人生という長い旅の中で、新し
い列車に乗り換えるプラットフォーム」なの
かもしれないですね。

東京・文京区でマンション暮らしだったKさ
んご家族。緑地も多く、文豪も住んだ閑静
な住宅街が広がる文教モデルですが、とは
いっても都心の真ん中。「子どもたちが月を
見るのが好きで、ビルやマンションが乱立す
る景色よりも空が広いところがいいなと。便
利さよりものんびり四季を楽しみながら自然
と近い環境で子どもたちを育てたいと思うよ
うになったのです」と話す奥さま。

都内でも有数の進学校があるこのエリアで
は、早期教育も盛んであったが、「子ども
時代は自然に沢山触れて創造力豊かに感
性を磨いてほしい。とにかく沢山遊んで、
いざ勉強という時にとことん力を注げる
ような人間になってほしい」との思いから
「移住」を考えはじめた。

ご主人は都内の企業に勤める会社員。おふ
たりが以前から共通してお好きだった街は
自然あふれる軽井沢で、年に何度も通い、
真剣に移住も考えたこともあった。幸いご

Transfer 湘南移住

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

＜取材協力＞

DATA
敷地面積／169.26㎡（51.20坪）
延床面積／112.18㎡（33.93坪）
　　 1階／59.20㎡（17.90坪）
　　 2階／48.02㎡ (14.52坪)
塔屋/  4.96㎡ (1.50坪)
構造／木造ツーバイフォー2階建
間取り／３LDK
設計・施工／株式会社バウムスタンフ
家族構成／４人（大人2人・子ども２人）

MATERIAL
◎ 外部仕上げ
　屋根／ガルバリウム鋼板 平葺き
　外壁／米杉ベベルサイディング
　その他／ポーチ軒天／防火サイディング
◎内部仕上げ
　床材／1F・2F：オークラスティック
　　　　グレード15㎜
   壁/ドライウォール 
　天井／ビニールクロス
   ＬＤＫ天井／ウエスタンレッドシダー

葉山の自然に囲まれた静かな場所に建つ K 邸。設計する時に、
とくに気を使ったのが明るく開放的なことと、この眺望を生
かすことでした。居間と食堂は、南側の太陽が降り注ぐ景色と、
北側の山並みに日が当たる景色の両方を楽しむことができま
す。晴れた日には、ルーフバルコニーにあがれば海と富士山
をのぞめます。
設備や使い勝手などは奥様がはっきりとしたイメージや細か
なディティールを持っていらっしゃったので、それをプラン
に落とし込んでいく作業は設計者としもとても楽しかったで
す。まわりの環境とともに家を楽しんでいただいているよう
で嬉しく思います。
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ラジオから流れるアメリカのジャズ。
シナトラ、クロスビー、スタッフォード、

歌い手の圧倒的な声量とリズム感に
引き付けられた青春時代。

仕事をリタイアし、音楽を愛する仲間たちと
公民館などで演奏や歌を楽しんできたオーナー。

「機材が置けていつ来ても演奏できるホールがあったら」という
オーナーの長年の夢が実現した「カノンハウス鎌倉」。

まもなくオープンです。

＜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/

古都鎌倉で音楽と文化活動を楽しめる

「カノンハウス鎌倉」

古都鎌倉と呼ぶにふさわしい浄妙寺、報国寺、それに杉本観音などが位置する
一角に音楽ホールと物づくりの展示が楽しめる施設の誕生です。木の香も優し
い木造の建物は、１階が趣味作品の発表の場としてのギャラリー、そして２階
が音楽ホールです。２階ホールでは職人の手づくりによる優美なデザインが特
徴のチェコの老舗ピアノメーカー、ペトロフ社のグランドピアノがお出迎え。
華やかで芳醇な音をお楽しみいただけます。演奏家のかたがたの練習やミニ
コンサート、講演会、茶話会、コーラスグループや軽音楽のバンド練習などに
ご利用ください。カラフルで座り心地の良い椅子 40 脚も用意されています。
学生の皆さんには練習の場としての特別料金設定もございます。

音楽を楽しむ人が集まればいつだって楽しい「カノンハウス鎌倉」

カノンハウス鎌倉 Info.  248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺 3-10-37｜050-1103-8954
　　  https://canonhouse.jp｜canonhousekama@gmail.com

湘南の家づくり　Season 4.  Vol.34

カノンハウス鎌倉

神奈川県鎌倉市
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バイザシービルダーズクラブ・企業紹介 第３回：株式会社キリガヤ

株式会社キリガヤ 代表取締役

近年激化する自然災害と迅速な経済社会の中で

湘南の家づくりにも変化が求められる時代なりました。

（株）キリガヤの新たな家づくりのテーマは、災害にも強い構造体と、

湘南らしい心地よい暮らし方。

愛着があり、長く住み続けられる家と街づくりを掲げています。

創業140年に向かう湘南のレジェンダリー企業は、
新たに若きリーダーを迎え、
激変する社会変化に果敢にのぞむ。

2018 年 10 月に社長に就任し、もとより経営的

な内容は把握しておりましたので実務は問題な

かったのですが、自分が直接関わっていないこ

とにも責任を持つということも含め、精神面は大

きなプレッシャーがありました。ただお客様に対

して素直に向き合うという基本をしっかり実践し

ていこうと思いながら2年と３ヶ月がたちました。

消費増税があり、台風被害があり、新型コロナ

ウイルス感染拡大がありという大変な期間でし

たが、コロナ対策にはいち早く社内で「緊急対

応マニアル」を作ったことで、お客様や社員に

も安心していただくことができました。数字的業

績としては幸運にも恵まれてコロナ禍においても

順調に推移しております。

キリガヤでは「木の家づくり」「強い構造体」「庭

づくり」「街並み」という基本的なテーマがあり

ます。木を生かした家づくりは良い街並みを作

り、大空間や可変性のある間取りを可能にする

強い構造は数十年先を見すえた家づくりには欠

かせないと考えています。加えて近年では台風

や地震など自然災害が毎年のように発生して、

従来の常識では測れないほどです。一昨年の台

風１９号では瞬間最大風速４４メートルの暴風

が吹きました。風の通り道となる地域ではそれ

以上の威力だったのではないでしょうか。どれ

だけ凝った内装も高性能な設備も後からつくり

かえることは可能ですが、構造だけは建てた時

のスペックから変更はできません。その意味で

は強い構造は必須だと考えています。

私は逗子で生まれ育ちましたが、中学から他の

街や海外で暮らしたので、逗子に戻ってきてあ

らためてこの街の良さを感じます。海と山に囲ま

れ自然豊かで、都心に近いのにちょっと田舎っぽ

さもある。マリンスポーツやハイキング、ジョギン

グに犬の散歩とアウトドアを楽しむ人が多いこと、

自然と会釈し合える優しい街です。そして車を走

らせていても右折するときや横断歩道などで譲り

合うドライバーが多くマナーも良いですね。

今後も湘南地域の特性を生かした「心地よい暮

らし方」を提案していきたいと思います。湘南

の魅力はなんといっても空気、空、緑、海といっ

た自然環境にあると感じています。近年の建物

は断熱性、気密性が良くなっているので、窓を

閉め切って家に閉じこもれば温熱環境は最良で

すが、その生活に心地よさはあまり感じないし、

湘南で暮らす意味がありません。

家の性能が良くなれば良くなるほど戸外との距

離が離れてしまうように感じます。家と庭をつな

ぐ中間領域を 5th room（５番目の部屋）と呼ぶ

ようですが、ウッドデッキを子どもたちが小さい

頃だけの遊び場ではなく、季節要因的に使用す

るのでもなく、家族みんなで全天候、全季節型

に使用できるアウトドアリビングとして提案して

いきたいですね。

私の自邸も庭に面して２階の軒を深くしてウッド

デッキをしつらえました。雨の日でもそこに座っ

て空気を感じることができます。寒い冬でもブ

ランケットを掛けてダウンを着込んで過ごしま

す。自然の音を聞きながら季節の移り変わりを

肌で感じることは最高です。子どもの頃公園で

走り回って感じていた自然を、五感で感じられる、

そんな「外遊び」の暮らし方です。

弊社は明治 15 年にここ逗子で創業して 139 年、

地域の皆様とともに成長してきた会社です。住

まいづくりは建物の引き渡しをもって終わるもの

ではなく、そこからが長いおつきあいの始まりと

なります。本物の素材を確かな技術と品質でつ

くりあげ、そしてお施主様とともに愛着を持って

お手入れしていくことで 50 年、100 年と住み継

がれていく家になります。そんな素敵な街並み、

住まいづくりをぜひお手伝いさせてください。

桐ヶ谷郁人さん
桐ヶ谷郁人＊ 1976 年神奈川県逗子生まれ逗子育ち。44 歳。静岡県の中学、高校を
経て玉川大学文学部、のちカナダ・バンクーバーに留学。帰国後 6 年間三重県四日
市市で商社に勤め、名古屋で材木流通に２年間勤務、実務と経験を積んで 32 歳で

（株）キリガヤに入社。2018 年 10 月、実父の桐ヶ谷覚氏（現逗子市長）から代表職
を引き継ぐ。現在在職 12 年。ご家族は奥様とお子様３人の５人家族。逗子市在住。 FUMITO KIRIGAYA

桐ヶ谷郁人さん　撮影◎山本倫子　2021 年 1 月収録
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無添加住宅・株式会社ライブハウス
〒240-0036
横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘1-16-26
無添加アパート102
TEL: 045-442-7461
https://www.livehouse.co.jp
e-mail : infom3@livehouse.co.jp

DATA
敷地面積／218.72㎡（66.16坪）
延床面積／184.65㎡（55.85坪）
　　 1階／107.23㎡（32.43坪）
　　 2階／77.42㎡（23.41坪）
ガレージ／18.04㎡
バルコニー／15.62㎡
ロフト／15.31㎡
用途地域／第1種低層住居専用地域
構造／木造2階建て
間取り／4LDK＋ロフト
設計・施工／無添加住宅 ㈱ライブハウス
家族構成／5人

MATERIAL
◎外部仕上げ
　屋根／天然石クールーフ
　外壁／漆喰＋天然石
◎内部仕上げ
　床材／
　1F　無垢材　インドネシア松
　2F　無垢材　ロシアンパイン
　　　 ロフト　無垢材
　　　 ロシアンパイン
　壁／漆喰＋天然石
　天井／漆喰＋無垢材

＜取材協力＞

❶ダイニングで談笑するS さんご家族。とにかく無
垢の素材を使いたいと、家づくりの主役は熱心な
奥さま。こだわりのキッチンに立つ笑顔には満足
感がいっぱいです
❷２階から見下ろす最大８メートルにもおよぶ大き
な吹き抜け。漆喰や無垢の木、自然石などの自然素
材を最大限に利用しながら、間取り、デザインにもこ
だわるライブハウスの真髄が見えます
❸リビングの中央に大きな屋根のあるアウトドアリ
ビングを配置。季節を問わず、またどんな天候でも
守られた空間です
❹閑静な住宅街に忽然と現れる堂々たる外観のS 邸。
天然石を纏った大屋根の佇まいは衆目を集めます
❺❻１階の構成は大きなリビングとダイニング、
小上がりの畳、そしてアウトドアリビングです
❼漆喰壁にムービーシアターを設置してご満足の
ご長男
❽ダイニング方向から見たキッチン＆リビング。
右手はアウトドアリビング。１階はどこにいてもご
家族の気配を感じられる
❾２階の階段ホールの手摺には建替え前の家で
使っていたシーリングライトを甲羅に見立てて海で
泳ぐ亀をあしらいました

続きは WEB で

笑顔は健康家族の証しです。

天然石の大きな屋根に真っ白な漆喰と表
情豊かな天然石の外壁。これぞ無添加住
宅という風貌です。リビングドアを開け
るとお施主様たってのご希望のアウトド
アリビングが目に飛び込んできます。ソ
ファーで外の風を感じながらくつろいだ
り、家族でバーベキューしたり ･･･ とお
うち時間を楽しむのに大活躍です。圧巻
なのは、リビングの吹き抜けに面する２
階階段ホール手摺の大きなモザイクタイ
ル画。リビング側は太陽、階段ホール側
は亀デザインです。リビング側の太陽モ
チーフの中心にはめ込んだシーリングラ
イトのガラスは階段ホール側から見ると
亀の甲羅になっています。このステキな
アイデア＆デザインはご主人様と息子さ
ん。それを実際に漆喰壁に貼られたのも
ご家族、と完全オリジナル大作が完成し
ました。

そしてお施主様がこだわられたうちの１
つ、キッチンは LDK の中心にありご家族
と会話しながらキッチンに立つことが出
来、また時にはアイランドキッチンのコン
ロを囲みながらみんなで食事ができます。
そんなキッチンはもちろん世代を超えて永
く使える御影石の天板（オーダーカット）
にホーローシンクです。
お施主様がこだわり集めたアンティーク
ステンドグラスや照明、旅行先での思い
出のタイル、それらを活かしながら一緒
に家づくりをしました。
アイデアを積極的に出してくださったお
施主様とスタッフみんなで一緒に造った
世界に一つだけの S 様オリジナル無添加
住宅です。
なんといっても本物志向だからこそ、永
く良いものを大事に住まう無添加住宅が
ぴったりだったのではないでしょうか。
これから家族の歴史を刻みながら経年美
化していく家が楽しみです。

せっかく自然に囲まれて暮らすのだから、
天然素材の無添加住宅で

横浜市青葉区　S邸

湘南・横浜の
家づくり

❶

❷ ❸

❹

❼

❺

❽

❻

❾
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男 の ロ マ ン を 実 現 す る

18 19

雄大な房総半島から見る太平洋は、湘南がある
相模湾の美しさとは違って、濃い青と力強いう
ねりが魅力だ。
アメリカ・カリフォルニアとイタリアで通算１６
年ほど海外で勤務した N さん（62 歳）にとって、
早くから決めていた「アーリーリタイヤ（早期
に現職から解放される人生）」にはこの御宿台
は理想的なフィールドだった。1500 区画ほどの
宅地があり、終の住処とするシニアから、最近
では地元の若いファミリー層も移り住んでいる
と聞く。JR 御宿駅に近く、治安の良さと整然と
した区割りされた美しい街並みは魅力的だ。高
台からは太平洋の大海原を望むこともできる。

「湘南の美しさも知っているけど、このカント
リーサイドの雰囲気、波、それにゴルフ場など
総合的に考えてここに決めました」
八王子にも自宅マンションがあるNさんの日常は、
３分の２がこの御宿台で愛犬と過ごすデュアルラ
イフ生活だ。

くだんの通り、住まいは長く過ごした南カリフォ
ルニアの住宅を再現したもの。アメリカンなラッ
プサイディングの外観と大きなカバードポーチ、
外シャワー、室内には薪ストーブ。遊び道具は
屋外の自作の小屋に収めてある。
コロナ禍のなかで、芝生の育成や菜園と小屋づく
り、サーフィンとゴルフ、愛犬との散歩。それは早
くから決めていた「アーリーリタイヤ（早期に現職
を離れる人生）」、まだ会社に籍をおくセミリタイヤ
だが、なんとも羨ましいかぎりだ。
大きな勾配天井のリビングに、午後にふさわしい
ジャズが流れる。
新型コロナは、私たちの生活を大きく変えた。必
要以上に人と会わなくなり、家族を見つめ直し、
職業や生き方までも変えたのだから。
海と山、おしゃれな街もある湘南、サバービア（郊
外）な房総ライフ。選択肢は多いほど楽しいが、迷っ
ているうちに人生が終わらぬよう、心がけたい。

【千葉・外房移住】

憧れのデュアルライフ

セミリタイヤにふさわしい房総ライフ

ウイズコロナでは、都会を離れて郊外に移住する人たちが後をたたない。

さまざまな生活の変容によって、

移住やデュアルライフ（二拠点生活）も選択肢の一つだし、

世代的にはセミリタイヤというさらに自由な形態もある。

千葉県御宿町・N さんの暮らしかた　取材・撮影＊ワイズクリエイティブオフィス

ラップサイディングの外壁に大きな煙突、広い芝生と大きなカバードポーチ。まさにアメリカのカントリーライフがよく似合うN邸は雄大な房総半島、
御宿台に建つ。セミリタイヤしたNさんにとってはやりたかった男のロマンが詰まった住処だ



◎住宅 DATA ◎
千葉県御宿町 N 邸
敷地面積／ 730.03㎡（220.83 坪）
延床面積／ 103.92㎡（31.5 坪）
構造／木造ツーバイフォー工法 平屋
間取り／３LDK
設計・施工／有限会社 つるおか工務店

◎ MATERIAL ◎
●外部仕上げ 
　屋根／シングル葺き
　外壁／ラップサイディング
● 主要内部仕上げ
　床材／パイン材（20mm）
　天井／クロス仕上げ

住まいは220 坪に敷地に建つ平屋。
大きな勾配天井におさめられたリビ
ング・ダイニング。居室は独立した子
供たちの大家族が集まっても大丈
夫なようにベッドルームが３つ。広い
庭の芝生はNさんが自ら手を入れた
もの。愛犬には最高のドッグランだ。
敷地の西側には母屋の外観に合わ
せて並んで建てたログの小屋があ
る。ここは遊び道具を詰め込んだご
自慢の作業場だ
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❶湘南らしい爽やかなブルーの外観をまとうK 邸。塗装が可能な信州カラマツの外壁は自由度
が高く、個性を楽しむことができます。エントランスの米杉シングルサイディング貼りがアクセ
ントになっています
❷２階はリビング＆ダイニングを最大限に確保。目に美しい天井米杉と床のチークが空間をキ
リリと締めてくれます
❸各居室を広く利用するためにあえてクローゼットをつくらなかった。いっぽうで家族が使う
ファミリータイプの大容量クローゼットが大活躍です
❹リビングからできるだけ手元が見えないようにと設置されたキッチンカウンター。とても使
いやすいと奥様
❺１階の居室は将来的に２部屋にも分割可能。土間に通じる寝室のオシャレな小窓は、アン
ダーセンの木製サッシを採用して白く塗装しました
❻❼玄関ドアを開けば広いエントランス。階段幅も余裕を持って広く確保したことで、開放感
を得ることができました。右手にはシューズクロークとサーフボードや遊び道具を収める使い
やすそうな土間に。ゲストに大好評だそうです

❷

❸

❺

❹

❻

❼
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シンプルな三角屋根と湘南らしいブルーをまとった K 邸。
外壁に信州カラマツ、内装にもふんだんに
自然素材を採用した KIBARI の家。
土地探しから設計施工まで
ワンストップで完成する KIBARI の家づくり。

「暮らしやすい家」こそ、最良の家づくりです。

DATA
神奈川県藤沢市K邸
敷地面積／103.35㎡（31.32坪）
延床面積／87.90㎡（26.63坪）
　　 1階／44.86㎡（13.60坪）　　　　　　
　　 2階／43.04㎡ (13.04坪)
構造／木造（ツーバイフォー工法）2階建 ２SLDK
企画／チームKIBARI 
設計・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（OOSARU（碧）
　　　リボスオリジナル外部塗料）
◎内部仕上げ
床材／ １F・信州カラマツ浮造 フローリング　ラフロ
１Fホール・ラスティックオーク フローリング
２F・ミャンマーチーク　フローリング
壁／ ビニールクロス
天井／１階・ビニールクロス、２階・米杉パネリング

❶

神奈川県藤沢市 K 邸
取材・文・撮影◎ワイズクリエイティブオフィス



神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-19-4 Saginuma Hills401    
TEL.0120-552-970
https://kibarinoie.jp

＜取材協力＞

KIBARI STUDIO 
たまプラーザ ショールーム

キバリ

❶数値的にはそれほど大きくはないけれど、体感的に
大空間を感じるのは大きな勾配天井の効果です
❷ステンレスの手摺がアクセントにもなっている
２階の大きなバルコニー
❸北側の室内が暗くならないようにと２つの天窓を
配置した巧みな設計
❹２階に上がり南側を見た光景、まずその広さに圧倒
されます
❺リビングの一角には一枚板でデスクスペースを確
保しました
❻「特別な機能があるわけではないけれど、すべてに
おいてちょうどいい」と話すK さん。家づくりにおい
て「暮らしやすい家」こそ最良の結果ですね

家づくりを決心してから何度も見学を重ね、分
譲住宅や中古住宅＋リノベも考えたというK さ
んご夫婦。どうしても充実感を得られなかったこ
とで注文住宅を建てることに。そんな夢を実現
するためにしっかりサポートしてくれたのがチー
ム KIBARI だったそう。土地探しから設計、施
工までをワンストップでナビゲートしてくれたこ
とで、予算をクリアして、住み心地の良い住まい
を獲得できました。

「木を貼った家がとても気に入っていて、自然素
材を使うことも湘南らしいと感じていました」と
いうK さん。国産材を利用して家を建てること
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 のコンセプトにも共感したと
いう。カラーは海の街によく似合うブルーを採用。
近所の高齢の方から「素敵な色だねと褒められ
ることも嬉しいですね」と話します。

普段の生活の中心が２階リビングとなるため、

２階全面に大きな勾配天井を確保しました。ま
だ目を離すことができない小さなこどものために
も、洗濯機から物干しへの動線など「主婦の生
活動線をしっかり考慮しました」と奥様。部屋を
できるだけ広く確保するためクローゼットをなく
した居室。その代わりに家族で使うファミリー対
応の大容量クローゼットも大活躍しています。

「特別な機能性があるわけでもないけれど、すべ
てにおいて私たちにちょうどいい」コロナによる
自粛生活も快適に過ごすことができたそうです。

移住や住み替えを考えるとき、誰もが一番はじめ
に考えることは土地探しで、そこに予算の多くを
費やすため、建物予算が圧縮されるケースが多
くみられます。
K 邸は、理想と現実の予算をしっかりすり合わ
せることで、最良の住まいを獲得した「大成功
の一例」といえるでしょう。

❶

❸ ❹ ❺

❻

❷
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雑誌バイザシー

木とともに暮らす レッドシダー、湘南No.1

葉山・逗子の暮らしなら

有限会社つるおか工務店

サーファーズハウス、輸入住宅
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。

木でつくる、とことんカッコいい家葉山・逗子・鎌倉・横須賀の注文住宅
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。

代表取締役　本田義一さん
お客様の「こうしたい」に徹底して寄り添い、
そこに道を探る努力をしていきます。家づ
くりは、そこに暮らす人の理想だけに忠実
であるべきだから、私たちの家づくりには、

「選択肢」がありません。

キバリ有限会社ワイズホーム

天然素材 100％
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。

株式会社ライブハウス

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

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　バイザシービルダーズクラブ　　  　   　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　バイザシービルダーズクラブ　　  　   　検　索

“建売住宅にもスタイルを”
代表取締役：小川頌平さん

“憧れていたライフスタイルを
土地選びのプロが選んだ土地とともに
注文住宅より安い価格で
建売住宅で実現する。”
がラックスエステートの仕事です。

株式会社ラックスエステート
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アトリエ系ハウスメーカー鎌倉・葉山・逗子でぬくもりある住まいを ペレットストーブなら

ご家族が自然の中で暖かく暮らすこと自然素材の注文住宅

「建てる家」から考える不動産会社でありたい
ユーロJ スペース 建築デザイナー：穂満慎一さん
住宅をはじめとして、ガーデン、照明、家具、ファブリッ
クに至るまで「デザインのある上質な暮らし」をトー
タルにご提案いたします。アトリエから生まれるデ
ザインのある暮らし。いつまでもピュアな輝きを失
わないあなただけのお家をお届けいたします。

COCO-HOUSE 代表：西本学央さん
中古戸建・マンションの再生（リノベーション）し、
自然や街並みに溶け込んだ暮らしをご提案するこ
とを得意としております。鎌倉・葉山・逗子エリア
でぬくもりある住まいをお探しでしたら、COCO－
HOUSE がお手伝いさせていただきます。

アールサンイチヨンワークス代表 星広信さん
暖房器具として自国の資源を有効利用できるペ
レットストーブ。湘南エリアを中心に神奈川全
域でストーブの選びのご提案から、設置、メン
テナンスまで一貫したサービスをご提供してい
ます。

ホームスィートホームメイド代表：石川秀一郎さん
人は地球という自然環境のなかで生かされてい
ます。そして自然を無視して生きていくことは
できません。私たちは自然と向き合い、自然と
調和した心やすらぐ空間を、お客さまと共に創
り上げていきたいと考えています。

楽居代表：三浦若樹さん
家づくりを考え始めたら、まずは自分たちが幸
せに感じる生活を、心に描いてみてください。
家で過ごす時間が楽しくてしかたない。人生の
豊かさを覚える。そんな暮らしを叶える家のデ
ザイン、暮らしのデザインを心がけています。

代表取締役：西村巌さん
私たちは「土地選びで後悔してほしくない」と
いう想いから「どんな家を建てたいのか」を押
さえながら建築視点で進める“逆転発想の土地
探し”を重視しています。また、住宅ローン、
諸手続きのサポートなど完成まで伴走します。

株式会社 ユーロ J スペース株式会社 COCO-HOUSE アールサンイチヨンワークス

有限会社 ホームスィートホームメイド株式会社楽居

株式会社フリーリーデザインボックス

横浜らしい洋館
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。

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　バイザシービルダーズクラブ　　  　   　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　バイザシービルダーズクラブ　　  　   　検　索

株式会社ジネンジャパン

外房の暮らし相談
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。

株式会社アーゴプロジェクト

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
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