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千葉県御宿町A邸　設計施工◎つるおか工務店
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キッチンに貼られた絵
の数々は、瀬上さんが
自分で描いたもの。

藤沢駅からほど近い harukucchii（ハルクッチィ）は 2014年にオープンした

自然派ワインと野菜料理が自慢のお店。

ちょっと変わった店名は、福島弁で「お腹いっぱい」を意味する「腹くっちぃ」に、

オーナーシェフ瀬上豪晴さんの愛称「ハル」をかけたもの。もともと福島で店

を出そうとしていたときに震災が起き、藤沢へ移って今はなきイタリアン

「Gatti」で 3 年修行したのちに、自分の店を出した。瀬上さん自身が「あまり

肉が得意ではない」のと、昔から環境のことを気にしていたこともあり、肉・魚・

卵・乳製品を使わないヴィーガン料理の店にしたのだそう。

旬の食材は地元鎌倉のレンバイ（農協連即売所）で仕入れることが多い。

「実物を見ないで買うのが好きじゃなくて。農家の方と話して買った野菜で作

るほうが料理にエネルギーがある気がするんです」（瀬上さん）

ヴィーガンブーム全盛の今だけれど、お客さんのほとんどが普段は肉食とのこと。

気軽に訪れて、「野菜でこんなにお酒が飲めるんだ」と驚きを味わってほしい。

環境にやさしい、健康にうれしい
雰囲気GOODなヴィーガン料理店

＃レコメンBYTHESEA

オーナーシェフの瀬上さん。スノーボードにスケート、サーフィンなど
多趣味。ハルさんとみんなから慕われている。

こぢんまりとしていて
かわいらしい店内。

今の季節のイチオシが「菜花のテリーヌ　ルッコラ
ソース」。野菜の出汁で作った寒天を使用。彩り美しく
目にもおいしい一品。

各テーブルの上には小
さなお花。こまやかな
気遣いが嬉しい。

「野菜とワイン食堂」
の名前の通り、自然派
ワインのラインナップ
が豊富。

Instagram @harukucchii 問

新商品や気になるお店を　BYTHESEAがレコメンド！

harukucchii
住所

藤沢市鵠沼花沢町3-22
アクセス

藤沢駅南口から徒歩5分
営業時間

17:00～23:00（LO22:00）
定休日

日曜日＋月に1日
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湘南の家づくり 佐島

撮影・取材・編集◎藤原靖久　
住宅写真提供◎スターホーム（東涌宏和）

横須賀・佐島は成功者たちが自宅や別荘ライフを過ごす不思議な港町だ。
湘南の喧騒から逃れた小さな港町に鳥が羽を休めるような魅力があるのだろう。
海を愛し、ヨットに恋したオーシャンマン高須徹さんの住まいも、ここにある。

ヨットのキャビンをそのまま陸揚げしたようなデザインの佇まいがこの街によく似合う。
ものづくりが好きな海の男の大きな作品だ。

オーシャンマン 　　　高須 徹さん

「ヨットは 18 歳くらいからやっていて、
いつか自分の船を持ちたいという夢があ
りました。大学 2 年の時に後輩と二人で
絨毯クリーニングの仕事をはじめてディ
ンギーを手に入れたのがはじまりです。
シーマン（海の男）に対する強い憧れが
あって、レースでよく来ていた湘南は
ヨットのメッカで、とくに佐島マリーナ
は葉山やシーボニアなどと並ぶ憧れもあ

り、また馴染みもありました」

佐島港は決して大きくはない港町。海の
水も綺麗で、どんなに荒れても静かな港
だ。生活者も多く魚介や野菜なども豊富
にある。
静かなヨットライフを過ごすには最適な
街なんだろう。

「この家の用途は X-cabin の佐島ベース

という位置付けで、キャンピントレー
ラーのショールームなんです。部屋は４
部屋。お客様を迎えたり社員の福利厚生
施設でもあります」と話す。
生まれ育った名古屋からグアムでの生
活、イルミネーションとの出会い、事業
の成功、セミリタイヤ、新しいキャンピ
ントレーラーへの取り組み。
佐島ライフはその集大成だ。

高須徹◎ 1954 年名古屋市出身 68 歳。学生時代を東京で過ごし、36 歳くらいまでは造園業、
ゴルフ場設計や外構工事などに従事する。その後海好きが昂じて1年の多くをグアムで過ごし、
ここで多くの人たちとの邂逅が生まれる。「光は人をこんなに喜ばせる力があるのか」と、
人生を成功に導いたイルミネーションのデザイン、制作の世界に入る。主業として成功をお
さめ（現在のX-ECO）、表舞台を退いた後、こんどはデュッセルドルフでキャンピングトレーラー
と出会い、新たな事業展開が始まっている（X-cabin）。現在、この２つのブランドを持つ株
式会社エフェクトメイジの顧問として東京と名古屋を往来するライフスタイルだ。

“海沿いに住むためには、それなりの覚悟がいるんだよ”

BYTHESEA COASTAL LIFE



佐島ベースでは X-cabin を展示している　©️BYTHESEA
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＜取材協力＞
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
http://www.star-home.co.jp

「海沿いに住むためには、それなりの覚悟が
いる。船も痛むし家も痛みます。心配事がいっ
ぱいありますが、それを置いてもかけがえの
ないものが得られる」と断言する。

海沿いに住んで家が傷むことは（設計施工を
担当した）スターホームのせいにはできない。
ただ家づくりへのこだわりは随所にある。

「僕が毎晩のように夜中に設計者に注文
メールを送る。ここはどうするとか、手す
りをなにでつくるのか、どんな木を選ぶの
か。手摺の間隔はどのくらいにするのかと
かね。それは自分の楽しみで、受けた人は
毎日苦慮するでしょう。でもでき上がった
時には感動だし、それが設計者の経験にも
なっているはずです」と笑い飛ばす。

丁寧に豆から挽いたコーヒーを入れながら話
していただく人生のストーリーは驚きの連続、

そして楽しいもの。
「今日はいい日だったなと思う、１日１日の
ページの積み重ねた厚みが、そのひとの
人間としての厚みだと思っています。忙し
いコンベンションがようやく終わって、お
いしものを探して食べて、みんなでワイワ
イ楽しんだり、反省会があったり。人生に
はそうした起伏があったほうがいい。住む
ところも都会に住むことも便利でいいし、
こんな風にゆるく住むのも人として生きて
いる証なんだろうと思っています」

プロフィール欄にもあるように、今では高須

さんを成功に導いたイルミネーション事業の
最前線から身を引き、次なるキャンピングト
レーラー事業に挑戦している現在。

「毎日すごく幸せであることは事実。僕と
一緒に仕事をしていい人生だったなあと
思ってくれる人たちと一緒に仕事をしてい
たい。いつもファミリーみたいな会社であ
りたいと思っています」
大海原に出て海を愛する人は、常に用心深く、
けれど一瞬一瞬の出来事を楽しんでいる。
まだ若造である私には、海の先輩たちとの
会話は珠玉の時間であり、楽しくおわりの
ないものなんである。

X-cabin の詳細はこちら

湘南・神奈川・千葉　海沿いの家づくり
土地探しや工務店選びで迷ったら

ご相談ください

01
神奈川・千葉の

海沿い
の街専門

02
地域の

優良工務店
だけが参加

03
住宅会社選びに
時間を
かけずに

04
複数の会社を
一度に比較して

効率化

05
雑誌社運営だから

ずっと無料

株式会社エルアンドエム   横浜市中区元町 1-11-1 4F株式会社エルアンドエム   横浜市中区元町 1-11-1 4F株式会社エルアンドエム   横浜市中区元町 1-11-1 4F株式会社エルアンドエム   横浜市中区元町 1-11-1 4F

工務店、不動産会社のご紹介

ご相談方法

01
メールでお申込み

まずメールで
お申込みください

02
おうちから相談

電話または
オンライン

03
面会相談

　横浜・元町カウンターで
面会ご相談

キリガヤ 、バウムスタンフ、Y’Sホーム、KIBARI、スターホーム、COCO-HOUSE、無添加住宅ライブハウス、つるおか工務店、オーシャンスタジオ 、
アーゴプロジェクト、ネイチャーデコール 、ラックスエステート、ユーロ J スペース、JINEN JAPAN、ホームスイートホームメイド、楽居、
フリーリーデザインボックス、藤和不動産、R314ワークス、他（順不同、法人格省略）

キリガヤ 、バウムスタンフ、Y’Sホーム、KIBARI、スターホーム、COCO-HOUSE、無添加住宅ライブハウス、つるおか工務店、オーシャンスタジオ 、
アーゴプロジェクト、ネイチャーデコール 、ラックスエステート、ユーロ J スペース、JINEN JAPAN、ホームスイートホームメイド、楽居、
フリーリーデザインボックス、藤和不動産、R314ワークス、他（順不同、法人格省略）

キリガヤ 、バウムスタンフ、Y’Sホーム、KIBARI、スターホーム、COCO-HOUSE、無添加住宅ライブハウス、つるおか工務店、オーシャンスタジオ 、
アーゴプロジェクト、ネイチャーデコール 、ラックスエステート、ユーロ J スペース、JINEN JAPAN、ホームスイートホームメイド、楽居、
フリーリーデザインボックス、藤和不動産、R314ワークス、他（順不同、法人格省略）



❶鵠沼の湘南海岸の喧騒から離れて住宅地に入れば、静かな街並みが
続く。この街では家づくりは自然環境に溶け込むことが必須だ。アー
スカラーの外壁、植樹、そして木のアクセントがよく馴染む
❷❹建物はもとより鵠沼海岸の街並みでは庭づくりも手を抜けない。
家と庭は一体なのだから
❸エントランスから床や建具に木をふんだんに採用することで優しく
人を出迎えてくれるようだ
❺❻キッチンとパントリーは直線の動線で繋がり、使いやすさを最優先とした
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Ｋ様のご要望は子供たちが走り廻れる広いリビンングでした。
吹抜やデスクスペース、子供用の出窓付図書スペースなどを設け
表情豊かな空間としました。
敷地は住宅街ではあるが車や人の通りも多いため、中・高木樹木を
バランスよく植えることで庭と通りとを緩やかに繋ぐ計画としました。
通りの人からも『素敵な植栽ですね』とよく声を掛けられるとのこ
とで、うまく街並みに馴染んだようで安心しています。

施主の K 様は少年時代を同じ神奈川県内
の海のそばで過ごした。家のすぐ前が海
という環境だったそうで、今でも海の思
い出は強く心に残っていると話します。
奥様も以前はマリンスポーツを楽しんでい
たこともあり、お子さまが生まれてから家
を持とうとするとき、海辺の街の暮らしを
すんなりと受け入れることができた。
地理的に藤沢市は湘南のど真中に位置し、
中でも鵠沼海岸は海辺の街の代表格とさ
れています。
海岸から陸側向かって南北に静かな住宅
街が連なる。かつては１区画３００坪の
お屋敷が立ち並んだこの鵠沼・松ヶ岡は、
いまでは小さく分割されてはいるものの、

象徴的な黒松と石垣はまだ随所にその名
残をとどめています。

筆者は海のそばで暮らすために住宅にふ
さわしい材料とはなんだろうと尋ねられ
たら、迷いなく「木の家がいい」と話す
でしょう。
強烈な太陽の光、海の潮を運んでくる南
風、１年に何回かやって来る台風、と想
像を超える自然の力を目の当たりにする
ことは間違いないから。

「質実剛健な家にしたい、そのためには木
の家でした」と施主。
自然の力には自然の材料で抗うというこ
とでしょう。

ふたりの小さなお子さまは、カバ材の床でゴ
ロゴロと遊んでいる。リビングはかけっこが
できるほど広くおよそ 27 畳もあるそう。家
のどこにいても木の香りが漂うほど。白い壁
とのコンビネーションが目にも優しく、ご家
族の心の落ち着きを招いているのでしょう。

海辺の街には木の家が本当によく似合い
ます。
ゆったりとした敷地に植え込まれた花木が
季節ごとの主役となって窓外に色彩豊か
な景色をつくり出してくれます。
それが鵠沼海岸独特の風景。
湘南の真中では、家づくりもど真中、湘南
正統派なのです。

❶

❷

❸ ❹

❺ ❻

湘南の家づくり・鵠沼松ヶ岡
神奈川県藤沢市 K 邸
撮影・取材・編集◎藤原靖久

Season 4. Vol.37



◎住宅 DATA ◎
敷地面積／ 162.96㎡（49.29 坪）
延床面積／ 124.21㎡（37.63 坪）
               （外部空間含む）
1 階／ 65.83㎡（19.91 坪）
2 階／ 58.38㎡（17.65 坪）
構造／木造 2 階建て（在来軸組 SE 構法）
間取り／ 3 ＬＤＫ
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 砂付
　外壁／リシン吹付
◎内部仕上げ
　床材／サクラ（西南カバ）
   壁／エッグパルプ
　天井／エッグパルプ・一部羽目板

❶ LDK は 27 畳。吹き抜けがありと
ても広がりがある。いっぽう階段下
は奥様のワークスペースとして利用
し無駄なく使われている
❷階段を上がり２階の廊下は気配
窓で階下とのつながりを確保してお
り、デスクワークにも使用できるユー
ティリティスペースとなっている
❸バスルームとともに配置されたス
ペースはランドリーや軒の深いベラ
ンダとも繋がり、家事がしやすい主
婦に嬉しいレイアウト
❹木の家で暮らすと家中に笑顔が絶
えない。そんな K 様ご家族
❺子供部屋は二人のお子さまの成長
に伴って分割する準備がされている
❻お子さまが元気よく過ごせるよ

うにと大きなリビングを確保。吹き抜
けからは自然光がたっぷりと取り入れ
ることができる。借景が楽しめる出窓
はお子さまの読書コーナーも兼ねてい
る。リビングはご家族全員がいつでも
心置きなく過ごせる家の中心。それが
湘南の家づくりの基本だ
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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/

❶

❷

❹

❺

❻

❸



❶裏庭に当たる南面。まるで平屋のように深い軒に守られたウッドデッキは庭と
ともに安全で平和な空間をつくり両面の木の境界壁も適度なプライバシーを確
保してくれている
❷木と白い壁とグレー、主としてこの３色で構成されるM 邸。その入り口である玄
関周りにそのコンセプトを感じる。さしずめグレーの壁は施主のセルフワークだそう
❸シューズインクローゼットにはロングボードをしまうので天井高さが 2.8m 以上
必要という設計条件で玄関部分の１階で段差を作り天井高さを確保するという計
画も今回のポイントだった
❹トイレの壁には大きな熊さんの素敵なイラストレーションが
❺リビングの天井は大きな吹き抜けと勾配天井の大空間。このおかげですべての
部屋のつながりを感じ取ることができます
❻玄関から入ると目に飛び込むリビングダイニング。大きなキッチンとゆったりと
した吹き抜けがつくり出す落ち着いた空間
❼使いやすさとシンプルさ、しかもデザインも秀逸なキッチン
❽施主とデザインを担当した建築家山本寛之氏が家づくり話に花が咲く。湘南
の工務店バウムスタンフの家づくりは意匠と施工技術をさらに高めて進化して
いる。注文住宅の新たなフェーズに入った感がある
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アスファルトで舗装されていない砂利道を
音をたてて歩く。山鶯の鳴き声が空をつく。
春が来て桜が咲くころの鎌倉。
その本丸ともいえる街並みの一角に M 邸
があります。
この街は周辺環境を守るための規制が厳
しく、派手なサインはもとより多彩な外観、
突飛な意匠はご法度。ならば個性はどのよ
うに主張されるべきなのか。正解は、ただ
ただ規制を守り、落ち着きを取り戻して立
ち向かうこと。
緩やかな高低差があるため通りから玄関ま
ではステップを踏む。斜面を覆う芝生の緑
が目に優しく映ります。

サーフィンなど海のレジャーを楽しむご主
人、以前は藤沢市の海辺で住んでいたご家
族はこの注文住宅をつくるにあたって「海
すぎない環境」を求めていました。緑の多
い自然に囲まれた落ち着いた暮らしです。
当初は家づくりには大きな期待やプランも
多かった。しかし冷静になると行き着くと
ころ何十年も飽きのこない「シンプルなデ
ザイン」に行き着いたと話します。
いまでは「木と白い壁、グレーまたはシル
バーだけのシンプルな色使い」が気に入っ
ている。
１階にリビングダイニングと水回りを配置
し、居室は２階に。ただリビングにいても

大きな吹き抜けのおかげですべての部屋が
つながっているように感じる。まだ小さい
お子様が大きくなっても気配はすぐに感じ
取れることだろう。
家の裏側、リビングからつづく１階ウッド
デッキは深い軒に守られた濡れ縁のような
落ち着いた空間。決して大きくはない庭だ
けど日当たりの良い、安全で平和な空間を
作り出しています。
まさに鎌倉らしい新しい家。
それは大きな屋敷ではなく、小さくとも熟
考された建築デザインが生み出すもの。環
境と設計を融合させる、湘南の工務店はす
でに劇的に進化を遂げています。

湘南の家づくり・鎌倉

古都の環境に融合させる
建築デザイン

木と白壁と飽きのこないシンプルさ

神奈川県鎌倉市 M 邸
撮影・取材・編集◎藤原靖久

❶

❷

❸ ❹ ❺
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❼ ❽



❶ストレートのストリップ階段を設けたリビング。
無垢材の床と白い壁、リビングソファーもダイニ
ングテーブルもすべてが落ち着いた空間づくりに
役立っているようです
❷ 20 年 30 年と長く飽きのこない家ができまし
た、と満足感いっぱいのご家族
❸❹勾配天井に美しい米杉の天井張り。湘南の工
務店バウムスタンフの真骨頂
❺静かな鎌倉の街並みに佇む M 邸。品格のある
外観がすでに個性的である

DATA
神奈川県鎌倉市M邸

敷地面積／150.05㎡（45.46坪）
建築面積／59.62㎡（18.06坪）
延床面積／92.02㎡（27.88坪）
1階／50.80㎡（15.39坪）　　　　　　
2階／41.22㎡（12.49坪）
構造／木造2階建て　1SLDK
設計・施工／株式会社バウムスタンフ
家族構成／３人（子ども１人）

MATERIAL　　
◎外部仕上げ
　屋根／ガルバリウム
　外壁／信州カラマツ（カラー：ブルーグレー）
◎内部仕上げ
　床材／ミャンマーチーク、ラスティックオーク
　壁／ビニルクロス　一部ウォーターズペイント、
　漆喰仕上げ
　天井／ビニルクロス　一部米杉パネリング、
　漆喰仕上げ

❸ ❹

❺

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＞

❶

❷
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道路からの高低差が 800ほどある敷地でどこで段差を処理するかという問題がありました。
玄関クローゼットにロングボードを収納するので天井高さが 2.8m以上必要という設計条件
と道路斜線規制による高さの関係から、玄関部分の１階で段差をつくり天井高を確保する
という断面計画がポイントでした。また準防火地域でありながらデッキに面する窓をシャッ
ターなしの大きな透明ガラスの開口部にするために、右側に防火壁を作り法的な規制も回
避しています。



❶ここは本当に日本だろうか？　と目を疑うほど。晴れわたった青空に、絵に
描いたように浮かび上がる真っ白の洋館 M 邸
❷南欧風デザインとスペイン・バレンシアからの直輸入瓦を纏ったファサー
ド。真っ白い外壁とテラコッタの乾いた色彩が映える
❸階段を上がると廊下を兼ねた海外サイズのゆとりある多目的空間が利用で
きる。天窓から光を取りいれるからとても明るい。
❹玄関から居室へのアプローチはアーチが迎えてくれる
❺玄関横にはご主人のサーフボードがずらりと並ぶ。バスルールへ直結して
いるのはサーファーズハウスでは必須の仕様ですね
❻貝殻をモチーフとした洗面ボールがとても可愛らしい洗面台
❼ゴールドで統一された蛇口やサニタリー用具、輸入壁紙ともとてもマッチ
している

❶

❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
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千葉県・房総移住と家づくり

外房・一宮町〜
海と山と子育てと

海外勤務から帰国後も
大好きなサーフィンを楽しむために、

新居は波の良い一宮町を選んだ。
アメリカ西海岸の南欧風建物と、

厳選された本物の建材に憧れて建てた住まいは、
つるおか工務店が手がけた
サーファーズハウス #5。

カナリーヤシは堂々たる真っ白い建物の
シンボルツリーだ！

長く海外勤務を経験して帰国された両角さんご家族。
家づくりについてはアメリカでしっかり研究されてこられたようで、
外観のデザインはもちろん、瓦、室内ドアやアーチ型窓など、
海外住宅本来の材料を選びたいから、御宿町のつるおか工務店に
設計施工を依頼しました。
ご希望のプランはアプローチもおしゃれな南欧風の二階建で、
玄関横にはサーフボード置き場を配置。
海から戻ってシャワーを浴びて玄関横からお風呂に直接入れる動線
もご希望でした。
1 階は、明るい吹き抜けを設けた広いリビング＆ダイニング、
そして続きの間としてのゲストルームもあります。
2020 東京オリンピックのサーフィン会場にもなった一宮町は、
東京へのアクセスの良さ、サーフィンカルチャーの魅力がいっぱい。
いまだにサーファーの移住が絶えません。
今年こそ房総移住、してみませんか？

エディターズノート

撮影◎ BYTHESEA 撮影チーム

千葉県一宮町・両角さんご家族

＊本記事は 2017 年「HOME&DÉCOR」（弊社発行）に掲載されたものを再編集したものです。



DATA
敷地面積／480㎡（145.45坪）
延床面積／99.37㎡（30.11坪）
　　 1階／52.17㎡（15.78坪）
　　 2階／47,20㎡（14.27坪）
用途地域／第一種低層住居専用地域
構造／ツーバイフォー木造2階建て
間取り／2LDK
設計・施工／有限会社つるおか工務店
家族構成／5人（子ども3人）

◎外部仕上げ 
　屋根／シングル葺き
　外壁／サイディング
◎内部仕上げ
　床材／パイン材
   壁／ビニールクロス
   天井／ビニールクロス

❶なんといってもリビング上の大きな吹き抜けがこの家のダイナ
ミックさを物語っている。海外からに帰国者にとってはこの空間は
ありがたい。
❷広い敷地にゆったりと建つ白壁とスペイン瓦の海外仕様そのまま
の輸入住宅は、ひときわ海外の香りを放っている
❸白いタイルを使用して清潔感たっぷりの大きなキッチン。吊り収
納のほか、右手にはパントリーもあるから収納力は抜群
❹ダイニングからの光景。広いリビングに続く部屋を含めると海外
サイズの大空間が生まれる
❺ 大きなキッチンとともにダイナミックな空間を楽しむご家族
❻海外でイメージして帰国した待望のアーチ型はめ殺し窓
❼ 1 階リビングから続くテラコッタの広いテラス。側面に立てられ
た白い手すりも印象的だ。ご家族はアウトドアダイニングとしてこ
こで頻繁にランチをとるそう

20 21❶

❷

❹

❸

❺

❻ ❼



22 23

11969 年生まれ。現在 52 歳。鹿児島出身。独学による大学検定試験で防衛
大学校に入学。卒業後建材商社に４年間勤務。２６歳の頃、デンマーク、
スペイン、イタリアなどの滞在経験を糧にヨーロッパと日本の融合という意
味で「ユーロ J スペース」を設立。建築やインテリアデザインなど多分野
の事業を展開。建築デザイナー、空間デザイナーにして事業家、プランナー
とさまざまな肩書きを持ち、なにごともほぼ独学で切り開く姿勢を貫いて
いる。以前はマリンスポーツも楽しんでいたが３年前からゴルフに熱中。

【ユーロ J スペース】代表取締役

穂満 慎一さん
Shinichi Homan

取材・構成◎藤原靖久
ポートレート撮影◎山本倫子



そもそも私は建築にそれほど興味があった
わけでもなく、どちらかといえばファッショ
ンの方が好きでした。
デンマークからはじまってノルウエー、フィ
ンランド、北ヨーロッパを中心に海外でいろ
んなものを見てきましたが、その後、次第に
イタリア、スペイン、ドイツなどヨーロッパ
各国への滞在も多くなり、窓、玄関ドア、フ
ローリングから照明、家具などの北欧のメー
カーはほとんど回って体験してきました。

その後も興味の対象はどんどん変わってい
ろんな文化が混在してきて、（ユーロ J とい
う）会社の名前さえ変えてしまおうかと思っ
たほどでした。国内では大阪、名古屋、群馬
など FC フランチャイズ制もとっていました。
独立してからこの歳まで、とにかくいろんな
ことを経験し突っ走ってやってきました。

HOMANN  DESIGN

私にとって先生という方はどなたもいないで
す。まったくの独学、「師匠ゼロ」です。笑
私がいいと思ったものだけをつくり自分がや
りたいお客さんと、自分がやりたい空間で、
そしてたくさんやらない。嫌いな仕事はしな
い。その代わりとことんおつきあいする。
あえていうなら、デザインコンセプトは「色
＝カラー」でしょうか。素材も大切ですが「色」
です。とくに日本人はシンプルに真っ白いの
が好きですから、きれいな色を刺していき
たいと考えています。

デザインの原図はすべて私が手がけていま
す。イメージですから３D スケッチをその
場で描きます。頭の中で描いている空間を
そのままトレースしている感じで線を引く
だけです。
お客さんを前にしてその場でこう描いてい
けば早くないですか？（と、おもむろにえん
ぴつを持って描き始めた）目の前で描くこと
が私の特長だと思います。

もちろんディテールについてはまた話をし
て、社内スタッフが素材や色などを逐一尋
ねてきます。お客さんとも納得がいくまで相
談します。

30 歳代の頃だと思いますが、「モダンリビン
グ」から「住まいの設計」などあらゆる建
築雑誌の裏表紙は私の顔で埋め尽くされて
いました。あの頃は目立ちたくて広告のメ
ディアジャックですね、本屋にいくと全部穂
満でしたよね。笑
私がどこかの芸大や美大の建築学科を出て
いるほうがわかりやすいのでしょうが、建
築士でもなく、インテリアデザイナーとし
て自分がつくりたい箱をつくってきただけ
なのです。

おかげさまでお客様はハイエンドな方が多
いかもしれないですね。出会いにはいろん
なストーリーがありました。
ある方は新聞を見て突然来社され、図面を
持っていらっしゃるのだから、私はいらない
ですよね？　と尋ねると

「図面を見てもイメージがわかないんだ」と。
そこでその場で 11 枚くらいイメージを描い
て差し上げたら突然その場でデザイン契約
したいとおっしゃるんです。あとでスタッフ
がお名前を検索したら、有名企業の会長さ
んでした。

私が仕事を持ってきてデザインしているだ
けで、こんな努力をしたからこうなりました
とは説明ができないのです。
わたしがデザインしたある会社社長のご自
宅を見て、そのお友達の芸術家が家を建て
たいとか連鎖がおこるのです。運がいいの
かもしれないですね。

金融の世界で不動産の運用を学んで、つぎに
商業建築に関わることも教えてもらいました。
そんな「人との出会いに感謝」です。

これから

私がこれからやりたいことの一つは、住宅
だけではなく収益性がないと思われるもの
を価値あるものに変えて事業性を高めるビ
ジネスをしたいと思っています。35 年ロー
ンのための家を建てるのではなくて、使い
物にならないような古い箱を価値のあるも
のにかえることもひとつです。
デザイン、建築、不動産から、ホテル、飲
食、人材派遣などに関わってきましたから、
今まで培ってきたものや人脈を運用してい
きたいと思っています。そのノウハウはある
と自負しています。

もう一つ、デザイナーとして彩（いろどり）
のある生活のためにクリエイティブ、アー
ティストをどうやって育てるかが課題です。
絵を描くためにハンバーガーショップで働
くのではなく、絵を描いてお金を稼ぐ。陶
器をつくる人、絵を描く人、写真を撮る人、
彼らのためにチャンスを与えられる仕事が
できたらいいなと思っています。
私たちが彼らのパトロンになってソフトを売
ることにスイッチしてもらう。
それが私たち空間デザインにかかわる人間
の究極の仕事ではないかなと思っています。

日本経済のバブルが崩壊した 90年代ころから、
住宅業界では建築士や住宅デザイナー個人がフューチャーされはじめた時期がある。
時代の風雲児のごとく、建築雑誌をはじめテレビや新聞などのメディアで頻繁に取り上げられた
穂満慎一氏もその一人だ。
リーマンショック、東日本大震災と続く災難をやり過ごし、
その後も時代にアクセントを打つように印象的な作品を世に送り出している。

＜取材協力＞

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://euro-j.com/

創業から順調な経営を続けていたがリー
マンショックで多くの事業を削減するこ
とも経験した。しかし、事業家として昨
第 24 期では創業以来最高益を打ち出し
ている。
穂満慎一が醸し出すもの、それは「成功
の匂い」か。その香りに多くのお客様が
導かれているのかもしれない。
次の作品、プロジェクトが待ち遠しい。

穂満氏のプロデュースは住宅の域にとど
まらず、マンション、ホテルなど多岐に
わたる。鎌倉のモデルハウスや沖縄の貸
別荘。SBI グループの不動産関連企業
SBI プランナーズとの賃貸マンションプ
ロジェクト「SIMO」では専属デザイナー
を担当。2020 年には衝撃的なデザインで
寺⽥倉庫株式会社の天王洲運河に浮かぶ
水上ホテル「PETALS TOKYO（ペタル
ス トーキョー）」をプロデュースし、衆
目を集めた。多忙なハイエンドのお客様
には、その場ですぐに欲しいもの（デザ
イン）を描いてみせることで需要を生ん
でいるのかもしれない。
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世代を越えてサーフィンを楽しむ人が集まるプロショップ

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南１丁目２１－１ 

フリュードパワーサーフクラフト
☎0467-86-6944

葉山御用邸前 下山橋交差点グリル＆カフェバー

神奈川県三浦郡葉山町一色下山口1506

一色BASE
☎046-876-6588

一軒家レンタルスぺース、音楽ホールとギャラリー

神奈川県鎌倉市浄明寺3-10-37

カノンハウス鎌倉
☎050-1103-8954

履けば履くほど、足になじむビーチサンダル

神奈川県三浦郡葉山町一色1464

ビーチサンダルのげんべい商店
☎046-875-7213

DOG CAFE 店内もOK! !（予約）

神奈川県藤沢市辻堂西海岸１丁目１０－２

絶品ミートソースのお店PIG’S BACK
☎0466-86-5785

長谷駅徒歩10秒！しらす丼と浜焼きのお店

神奈川県鎌倉市長谷2-17-1

長谷食堂｜HASE DINER
☎0467-61-3370

夢と刺激と日常をテイネイに提供します。

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-1-46

ウッドデッキ・外構・リフォームD-PARADISE

☎0467-84-5262

サーフィンと湘南の海が大好きなかたに

神奈川県茅ヶ崎市中海岸３丁目９－２０

ゴッデスインターナショナル 
☎0467-86-1173

暮らすように滞在する　葉山のヴィラ

神奈川県三浦郡葉山町下山口1969

The Canvas Hayama Park

う 滞在す 葉山

創業４０年。CHPの歴史が日本サーフシーンの歴史

千葉県長生郡一宮町東浪見 7428-3

カルホルニアハワイプロモーション CHP本店

☎0475-42-4626

材木座海岸が一望できる定食屋

神奈川県鎌倉市材木座6-4-7

キコリ食堂
☎0467-81-4723

究極の鯵フライ・地魚刺身・海鮮丼・葉山チキン！

神奈川県三浦郡葉山町堀内１００３－７ 

おせっかい食堂ＫＡＩＮＡ～海菜
☎046-874-7877

手広交差点「スシロー」隣のサーフショップ

神奈川県鎌倉市笛田1-8-14

ショアーズマーケット
☎0467-86-5050

緑に囲まれた空間でゆっくりとお過ごし下さい

神奈川県横須賀市長坂４-１３－３５

グリーンベース
☎046-884-5001

空間でゆっくりとお過

走水海岸の漁師小屋をリノベしたカフェ＆レストラン

神奈川県横須賀市走水1-6-4

かねよ食堂
☎046-841-9881

伊豆 ペット・犬と泊まれる宿「伊豆ドッグリゾート」 

静岡県下田市吉佐美2248-2

ドッグリゾート「バイザシー」
☎0558-22-1555

こだわりのスパイスカレーのカフェ

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南3-2-70-1

ヒトヤスミカフェ　ショアリビング
☎0467-67-6947

りのスパイスカレーのカフェ

カフェ ショアリビング
67-67-6947

お腹を空かせておいでなさい

横浜市中区錦町16-1 横浜マリンハイツ１号館

横浜ナポリタンパンチ本牧埠頭店
☎0470-75-9017

神奈川、千葉の３００店以上の協力店（2021年10月現在）で 「バイザシーFREE」を手に取ってお楽しみください 。
お近くの設置店はホームページでご確認できます。

Delivery Shops

合成接着剤や化学建材などのからだに悪い化学物質を使わずに家を建てる。そんな当たり前のことを長
年追求して誕生した「無添加住宅」。ライブハウスはその正規代理店第1号店。オリジナルしっくいは
ヒト・コロナウイルス不活化効果も実証済み。そのしっくいを壁・天井に使い、薬剤処理をしていない
無垢材や素材を組み合わせることで、シックハウスのない本物の自然素材を使った完全オーダーメイド
の注文住宅が実現します。
プランナーがご要望や周辺環境に合わせていちからプラン・デザインを実施、完成後のお施主様からは、
「こんなワクワクする提案が欲しかった」とご好評をいただいております。自然素材にこだわりつつ、
デザインを置き去りにすることのない設計プラン。そこから生まれる住まいは「世界に一つだけのわが
家」となることでしょう。

無添加住宅ライブハウス

からだに悪い化学物質を使わずに、世界に一つだけのわが家を

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

❶閑静な住宅街で堂々たる外観のS邸。
天然石を纏った大屋根の佇まいは衆目
を集めます
❷❸２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
❹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
❺１階の構成は大きなリビングとダイニ
ング、小上がりの畳の間大きなカバード
ポーチのあるアウトドアリビング
❻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

 DATA
 横浜市青葉区　S邸 

■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

❶

❹ ❺ ❻

❷

❸



※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。
※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、二次
利用を禁じます。©️ L&Minc.2004〜
[ バイザシー ]は（株）エルアンドエム登録商標です。無断使用を固く禁じます。

[ 発行所・編集部 ] [ オンライン事務局 ] 株式会社エルアンドエム
〒 231-0861 神奈川県横浜市中区元町 1-11-1 4F
TEL : 045-232-4370　　Mail : contact@bythesea.jp
表紙撮影◎ワイズオフィス
撮影協力◎つるおか工務店　　雑誌デザイン◎須原一幸（ブリッジ） 

【バイザシー】バックナンバー本体は無料です。　バックナンバーをご希望の方は【２冊まで送料・手数料・消費税を含む300円】で
全国各地にお送りします。オンラインからお申し込みください。
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ハワイを感じながらランチをお楽しみ下さい

千葉県長生郡一宮町一宮10055

フラカフェ
☎0475-42-1525

茅ヶ崎の海まで10秒

神奈川県茅ヶ崎市中海岸４丁目12986

サザンビーチカフェ
☎0467-82-4445

東浪見P目前。地域最大級の品揃え老舗ショップ 

千葉県一宮町東浪見7500-8

シークエンス　サーフストア
☎0475-47-2991

ゆったりと美術品を見れる完全予約制私邸ギャラリー

神奈川県鎌倉市浄明寺

奥鎌倉のギャラリー
ご予約はホームページから

静岡県下田市吉佐美799-1-3

ON THE BEACH
TEL.050-5583-2508

サーフギャラリーとプレートランチのお店

Kenny surfcraft　波楽研究所

千葉県いすみ市岬町中原165

ケニーサーフクラフト
☎0470-87-9150

リモートワークや運動不足の改善に

神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東4-17-11

出張鍼灸マッサージ　辻本源太
☎070-5026-6168

Go surf with KEENS surfboards

千葉県いすみ市岬町中原 3845

キーンズサーフレイジ
☎0470-87-7773

手作りパンとスイーツの店

千葉県夷隅郡御宿町御宿台205－５

moonbow cafe & kitchen
TEL.080-6087-2566

茅ヶ崎ではおなじみの中国北東部家常菜です

神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-5-19  2F

老李 Chinese Restaurant
TEL.0467-39-6887

東海岸南の不動産会社

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-13-33

クレールスピティ
☎0120-58-7071

絶品発幸ラクサ専門店

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南6-3-26-202

いただきます食堂
☎080-4435-1906

大好評のサーフィン& BB スクール

千葉県いすみ市岬町江場土2104-1

サーフショップ リッキーズ
☎0470-87-2000

千葉県いすみ市岬町井沢465

パディ・フィールド
TEL.0470-64-6938

小麦本来の薫りとうま味、心を込めて引出します

デリバリーショップ募集中です。
フリーマガジン「バイザシー」を常時
５冊以上設置いただけるショップ様に

本コーナーの広告を無料で提供させていただきます。
ご連絡をお待ちしております。

（株）エルアンドエム　バイザシー制作室
TEL.045-232-4370

海まで２分。ショッピングとお食事が楽しめます

千葉県長生郡一宮町東浪見7500-7

SURFGARDEN SHOP&CAFE
☎0475-40-0011

おいしいことはいいことだ　中華食堂

神奈川県逗子市池子１丁目８-15

福来成
☎046-873-9255

辻堂レジェンド  小室正則のサーフショップ

神奈川県藤沢市辻堂東海岸４丁目１－２１

マーボーロイヤル
☎0466-34-4310

ロイヤル

こだわりのモヒートが楽しめるレストランバー

千葉県長生郡一宮町東浪見7520-1

フード＆バー　カーニャ
☎0475-40-0818

JR鎌倉駅から徒歩7分、鶴岡八幡宮の前

神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29

シャングリラ鶴岡
☎0467-25-6363

創立25周年のBB、ソフトボードの専門メーカー

神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-10-22

バズコーポレーション
☎0466-27-2000

町を遊び尽くす、家族の学び舎

千葉県南房総市千倉町北朝夷2967

ちくらつなぐホテル
☎0470-29-7370

び尽くす、家族の学び舎

古き良きアメリカの懐かしさと憧れを

神奈川県藤沢市辻堂６丁目４-11

アメリカンハウスダイナー辻堂店
☎0466-52-6785

湘南のお家探しを楽しい時間に

神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-13

フォーシーズンズランド
☎0467-86-5050

湘南で愛され続ける無国籍料理屋

神奈川県藤沢市鵠沼橘１丁目１－９

レストラン＆バー　ジャミン
☎0466-27-0605

あなたの「新しい」を応援します

神奈川県茅ヶ崎市元町4-2

センチュリー21 住宅流通センター
☎0467-57-8020

700種類以上！海沿いのバルーンショップ 

千葉県いすみ市岬町中原211-3

ボンドバルーン
☎0470-75-9017

メシと呼べる　男前アップルパイ

神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜９８２

AKITA　アップルパイ
☎0465-43-7364

湘南に住もう

神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目8-13

有限会社  ステイ湘南
☎0466-35-5529

SUP、ハンモックヨガするなら！

神奈川県三浦郡葉山町一色 2378-3 

Sunny Funny Days
☎046-801-3282

緑豊かな衣笠城址｜ブレッド＆ケーキカフェ

神奈川県横須賀市衣笠町３０－１１

ローゼンべッカー榧の木邸
☎046-876-7555

サーフィンをライフスタイルに！

神奈川県茅ヶ崎市緑が浜7-43

キラーサーフ
☎0467-57-7771

創業30年　ハンドシェープの老舗ブランド

神奈川県藤沢市片瀬２丁目１６－３２

TRUE SURFBOARD
☎0466-28-1534

あなたのキレイをお手伝い致します

神奈川県鎌倉市扇が谷1-1-29 

美容室 パシフィックブルー
☎0467-25-2339

アートと本を楽しむ鎌倉佐助のカフェ

神奈川県鎌倉市佐助２-１８-１５

佐助カフェ
☎0467-55-5226

お手頃価格のキリム  ギャッベ  ペルシャ絨毯店

神奈川県鎌倉市常盤362-4

ペルシャ絨毯の店シャーロム
☎0467-33-5348
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