【 隔月刊 】 移

住

と

家

づ

く

り

の

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

マ

ガ

ジ

TAKE FREE

ン

COASTAL LIFE GRAPHIC

Season 4.

Vol.21

Number 73
June

Take Free ご自由に
お持ち帰りください

逗子・大磯

自然で味わいのある木の住まい
湘南移住〜鎌倉 / 房総移住 2022

神奈川県逗子市 S 邸・施工（株）キリガヤ
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房総移住
のご相談なら

横浜・元町

（株）エルアンドエム

TEL.045-232-4370
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建売住宅にもスタイルを
人生という旅を家族と楽しむ

客船、山小屋のような「The

CABIN」

❹

❺

❶黒塗りのガルバリウムと木目のコンビネーショ
ンが山小屋を連想させる「CABIN」
の外観。
ウッド
デッキでご家族がオープンエアーでリラックスで
きる湘南らしい暮らしかたです
❷アウトドア用品をストックしたり、
雨の日はお子
様の遊び場になったり、
ギアを手入れしたりと、
日
常をさらに楽しくさせてくれるガレージ
❸横浜から海の近くに住みたいと湘南移住を考え
た時、
いくつかの分譲住宅も見学したけれど、
どれ
もテンションが上がらないと落胆していた時に出
会った「CABIN」
シリーズ。
ワクワク感が満杯で即
座に購入を決めたと、
ご主人は話します
❹玄関を開けると開放的な土間空間。圧迫感を感
じさせない鉄骨階段がちょっと男前です
❺ほどよく軒の深いウッドデッキは子供達が遊ぶ
姿を見守りながら読書を楽しんだり、
一日中アウト
ドア感を満喫できるリラックス空間です
❻家族との会話が弾む対面式キッチンは、使いや
すさを追求するだけでなく壁面タイルや収納棚で
オシャレ感も大切にしています
❼日常をさらに楽しくさせるガーレージライフ
❽バスルームから独立した空間をつくる洗面台
❾「The CABIN」のリビングは板張りの天井や無
垢材の床、自然石の乱張りの壁などナチュラル感
が満載。山小屋を連想するご家族が楽しめる日常
があります

“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”

“CABIN”という言葉の意味は“船室”
、
“客室”
、
“山小屋”

❻

❼

「The CABIN」内装には船や山小屋を連想するような要素が散りばめられています。
外観は黒塗りのガルバリウムに板張りの外観。吹抜け空間に圧迫感を感じさせない鉄骨階段。
リビングと繋がるウッドデッキ。ご家族と過ごす山小屋のような暮らしが現実に！
神奈川県藤沢市加藤邸

取材・撮影◎ワイズクリェイティブオフィス

❶

＜取材協力＞
（株）
ラックスエステート
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢101-6 西原ビル3階
神奈川県知事
（2）
第28262号
TEL：0466-54-0466 FAX：0466-54-0467
http://lucks-e.com
MAIL： info@lucks-e.com

続きは WEB で
▼
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CABIN インスタ
▼
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新商品や気になるお店を

BYTHESEA がレコメンド！

＃レコメン BYTHESEA
憂鬱な梅雨に、室内で過ごす時間を
華やかにしてくれるサブスク
雨続きで気分が沈みがちな時期。空は薄暗くても、家の中は明るく華やかにして
おきたいもの。今回は、部屋の雰囲気を変えてくれるサブスクリプションサービス
を紹介したい。
「Casie」( カシエ ) は“アートのサブスク”
。絵画の定額制レンタルサービスだ。
絵を購入するのは少しハードルが高いと感じる人も、レンタルなら気軽にトライ
できる。1 万点以上ある作品から、季節や気分に合わせて自分のお気に入りを探
してみよう。作品はすべてアーティストから借りたもので、レンタル料の一部は
アーティストに支払われ、創作活動のサポートにもなる。気に入ったら購入する
ことも可能だ。
絵画と同じように部屋に彩りを加えてくれるのが花や植物。植物の通販サービス
HitoHana では「お花の定期便」を展開。花屋に行く時間がなくても、気分やインテリ
アに合わせて花の色やボリュームを選べる。花の情報や手入れ方法がわかるオリジナ
ルカードもついているので、
「花のことはよくわからない」という初心者でも安心だ。
模様替えをしなくても部屋の印象が手軽に変えられるアイデア、ぜひ取り入れてみて。

Casie

HitoHana お花の定期便

ライトプラン：2200円 /月

レギュラープラン：3300円/月
プレミアムプラン：5830円/月

絵画の大きさごと三つのプランを展開。リビングなら大きめの絵
を、玄関やトイレなどちょっとしたスペースにはコンパクトなもの
を、というように飾るスペースに合わせて選べる。レンタル期間は
最短１ヶ月。その後は好きなタイミングで交換申請ができる。

問 Casie https://casie.jp/
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Lite=1,320円、 S＝1,980円、 M＝2,640円、
L＝3,850円、 LL＝4,950円 (各税込、送料込、１回分の価格）
ボリュームは５種類（Lite、S、M、L、LL）。プロのフローリスト
が選んだ季節のお花のお洒落なブーケが届く。頻度は、毎週、
２週に１度、月に１度から選ぶ。色は６色＋お任せから選べる。

問 HitoHana
https://hitohana.tokyo/ﬂower-subscription
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The guests

猪俣成人／いのまたしげと●私立湘南学園（藤沢市）で青春時代
を過ごす。学生時代から音楽に目覚め大学在学中に GS「シェリフ」を
結成、TV 、ラジオ、CM など多くのメジャーシーンで活躍。その後旧
西武不動産、旧湘南ミサワホーム不動産などで役職を歴任。現在はハ
ウスアンドランド㈱執行役員、一般社団法人神奈川県建築士事務所
協会賛助会理事など多方面で活躍、不動産業界 40 年のベテラン。

連載第１回目のゲストは湘南建築のレ
ジェンド前場靖弘さん。猪俣氏との共通
点は自由な校風で多数の有名人を輩出し
ている藤沢市の私学「湘南学園」でした。

私はいまでも湘南学園で学んだこと、あ
の環境で育ったことがとても大きかったと
思っています。海があり緑もふんだんにあ
るという環境で、遊ぶ場所は海や砂の上。
校舎自体がまだ木造で松ぼっくりがたくさ
ん落ちていたり、自然の中で育ったことが
大きく影響しています。
自由で個性を伸ばしていく教育環境の中
で、それぞれの感性が磨かれて多くの有名
人を輩出しきたんだと思います。
湘南は多様性を大切にしていて、移住者に
対しても基本的にウエルカムです。南の島
的な空気感がありますね。その点では仕事
に専念するにはあまり良い場所ではないか
もしれないですが（笑）
。
一般的に家づくりはハウスメーカーか建売
業者がメインですが、湘南は弊社くらいの
規模の個性的な建築会社が中心になって家
を建てている特別な地域です。
職人さんも地元の人たちばかりですから、近
い関係にある。地元の工務店で家を建てた
方がいい地域です。
工務店も職人さんも地元だから「MADE
in 湘南」ということです。施主対会社では
なく、施主対職人のお付き合いで土着性を
持って仕事をしています。

前場靖弘 / まえばやすひろ● 1953 年藤沢市出身、祖父
の時代から湘南で育った湘南建築のレジェンド。日本大学大
学院生産工学研究科建築工学専攻卒。27 歳で入社した
建築会社でツーバイフォー建築を体得して「禅建築事務所（現
在 28 期）
」を設立、米杉にとどまらず国産信州カラマツを
素材とした新時代の湘南らしい木の家を多数手がけている。

林業の再生にも貢献できる信州カラマツな
どの国産材も注目されはじめています。

鉄などの金属はどうしたって潮風に弱いわ
けですから、潮に一番強い素材は木なんで
す。価格帯は別としてオールステンレスでは
味気がないですからその意味でも湘南の海
のそばでは木が一番の素材だと思っています。
私は木が大好きで、長年現場も見てきまし
たが、木には一癖も二癖もありとくに外壁
に使用する場合は乾燥による材の反りやひ
び割れ、また雨水による水の処理などの
問題がありました。
外壁に木を貼る場合縦張り横張りとありま
すが「縦板に水を流す」ではありませんが、
やはり外壁の木は水切れを良くしてあげる
ことは大事です。
外壁用米杉材（ウエスタンレッドシダー）の
反りについての課題を話し合っていた時に
板の表と裏での反りの違いや水切れについ
て着目したアイデア技術が思いつき（特許
取得）
、さらに長野県の木材業で材に精
通している仲間の協力もあり信州カラマツ
を採用し「カラマツ T&T パネル」が実現

禅建築事務所 有限会社
前場靖弘さん

しました。
カラマツも製材時蒸気式乾燥処理加工をし
ますが、それでも施工後の経年変化で反る
材があります。T ＆ T はその反りを逆手に取
りまた水切れを良くして製品化したものです。
参照
米杉材：https://rinyuwood.com
カラマツ T ＆ T：
http://www.karamatsu-tandt-panels.com

さまざまなデザインの外壁用サイディングﾞ
がありますが、工業製品のサイディングの
デメリットは新製品の開発によって旧商品
の在庫がなくなることです。増改築や外壁
の一部が損傷したりすると在庫がなく同一
材料での張替えは不可能となります。なら
ば使う材料は木材やモルタル（セメント）
などの自然にある人為的加工の少ない素材
にしておけば将来的にも違和感のない建物
を持続することが可能です。
最近では米杉も輸入材として価格が高く
なってきていますから信州カラマツも価格
的に競合してきてお客様の理解も得やすく
なりました。ぜひ体験してみていただきた
いと思います

湘南の家づくりに大きく貢献してきた木
の素材、米杉（ウエスタンレッドシダー）
も輸入価格などいくつかの課題を抱えて
いる。自動車が内燃機から電気自動車に
取って代わるように日本の住環境に適応し
写真提供◎禅建築事務所
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BYTHESEA COASTAL LIFE

湘南の家づくり 逗子

繋ぐ家

海や山に囲まれた海辺の町では、その生活は自然環境とはうまく折り合いをつけて共存していくことが必須だ。
絵に描いたような爽やかな晴れた日ばかりではない。
塩害や台風などの災害、時には地震国としての自覚と覚悟も必要。
ましてや代々の土地で世代を繋いでいくとなると、家は自然災害に強く、安心安全であることが第一。
今号では逗子市で災害に強く自然素材をふんだんに使って家の建替えを行ったご家族を訪ねました。

「今日は今シーズン最後かな」と父である吉
原さんが呟く。
晴れ渡った２月、冬空の朝、薪ストーブに火
がはいった。
いい写真が撮れるようにと、手慣れた作業で
薪を投入して火を按配してくれる。

した」と千尋さん。
家族全員で横浜の住宅展示場で体験した
無添加住宅の自然素材の家づくり。長年湘
南の海のそばで暮らしてきたからこそわか
る感覚、自然素材で肌感覚で暮らせる家を
理想としていた。

もいけない。そして用途に合わせて自分たちで
手を加えていけることも大切じゃないかな」

吉原さんはここ逗子の小坪で生まれ育った生
粋のローカルだ。
子供達はもうそれぞれ独立した生活があり、
生まれ育った家も夫婦二人だけでは大きすぎ
ると感じていた。

千尋さんのご主人である施主の本間さんも、
無添加住宅の木や自然素材の性能はもちろ
んのことだが、
「天然石コーラルストーンのナ
チュラル感に一目惚れだった」と話す。そん
なエピソードもあって設計施工は無添加住宅
ライブハウスに依頼することに。
ここ数年、地球温暖化の影響で日本も大きな
自然災害に見舞われることが多くなった。台風
は凶暴化し、地震もまったく油断ができない。

父が生まれ育った小坪の町をこよなく愛し、
たくさんの地元の仲間がやってくるこの家に
は、玄関を開けた途端、薪ストーブが置かれ
た団欒の間がある。ここに一人ふたりと町の
衆が集まり会合が持たれるというわけだ。
基本的に１階は若夫婦のフロアで、２階がご
両親のフロア、家族全員が食事を共にする
ダイニングは２階にある。家族の一員である
猫ちゃんにはどのフロアも自由に横断できる
特権がある。

５０年以上この地で暮らした父、吉原さん
が話す。
「まず家は安全安心であるべきだと思います。
これからは自然災害も多くなるだろうし、家が
凶器になってはいけないと思います。化学物質

取材当日は、根っから明るいお母様と次女の
風花さん、家族全員が参加できた。
本間邸の威風堂々たる大屋根を見上げてみ
ると、「二つの家族を守っていくぞ」と皆を
抱擁しているかのように思えた。

長女千尋さんは結婚して川崎で暮らしていた
が、親世帯からの相談で、生まれ育った土地
で二世帯が住める家の建替えを決断。ご主
人である本間さんが施主となった。建替えが
終わったのは2020年11月、まさにコロナ感染
拡大の最中のことだ。
家を建替えようという計画を聞いて
「むかし住んでいた家の良さの記憶があっ
て、やっぱり木の家がいいなあと感じていま

いつか新たにお子様が生まれてくれば３世
代、それ以上に「家が家族を安全に守るこ
と」はなによりも欠かせない条件だ。

取材協力◎無添加住宅（株）ライブハウス
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撮影・取材◎藤原靖久
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玄関ドアを開けば、いきなり薪ストーブの土間がある。ここに家族が揃い、近所の人たちも集う。この家の中心でありリビングでもある

本間様、吉原様の二世帯、猫ちゃん同居のロフト付き２階建てのプランをご提案させていただ
きました。親世帯である吉原様がお祭りが大好きで大勢で歓談ができるスペースを取りたいと
いうことで、玄関に薪ストーブを置き、それを取り囲むように人々が寛げる空間をつくりました。
そして２階には両世帯の共有部分を設けることで団欒の場をつくり、そこからキャットタワー、
キャットウォークで猫ちゃんも自由に行き来できる皆様のフリースペースをつくりました。お一人
おひとりがこういうふうな家に住みたいという思いがいっぱい詰まった住まいができたと
思っています。末長く共に幸せな生活をお送りください。
DATA
神奈川県逗子市H邸
敷地面積／225.78㎡
（68.29坪）
延床面積／194.17㎡
（58.73坪）
1階／83.22㎡
2階／88.60㎡
ロフト／22.35㎡
構造／木造2階建て+ロフト
設計・施工／無添加住宅 株式会社ライブハウス
家族構成／本間邸2人猫1匹、
吉原邸3人猫1匹

12

■MATERIAL
◎外部仕上げ
屋根／クールーフマルチカラー
外壁／無添加オリジナル漆喰
◎内部仕上げ
床材／無添加オリジナルアカシア柿渋塗装品
壁・天井／無添加オリジナル漆喰
その他／コーラルストーン
（天然石）

＜取材協力＞

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

続きは WEB で

TEL: 045-442-7461
https://www.livehouse.co.jp
e-mail : infom3@livehouse.co.jp
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BYTHESEA COASTAL LIFE

鎌倉移住
“テレワークの生活は家と周辺環境が大切です”

モダンであり落ち着いた佇まいの H 邸外観

ビジネスマンたちは自宅テレワークによる仕事の変化により、
日常生活の豊かさと自由さを求め、都会から解放されはじめています。
鎌倉〜海と緑のある自然に囲まれた新しい生活は、
せわしない都会生活とは１８０度違った様相で新しい人たちを迎え入れています。
街に活気が生まれ、経済が再起動されて、人々は夢と希望にあふれています。
あなたにはどんな暮らし方がフィットしますか？
世界中の経済や暮らしのあり方を根本から変
えてしまったコロナパンデミック。２年間の失
われた時間もさすがにその収束が見えてきた
今日この頃ですがビジネスマンにとってテレ
ワークは通常の就業形態となって、覚悟を決
めた都会のビジネスマンの移住はブームでは
なく定着したというのが正確かもしれません。
このように移住が進むことともに DIY や家電
など住生活への関心が高まるなど、その影響
は多岐にわたっています。新規の注文住宅で
は、いまではほとんどのケースでテレワーク
のためのスモールオフィスが設置されまでに
なりました。
海外勤務だった H さんおふたりがシンガポー
ルから帰国されたのはパンデミックの只中。
帰国後、都内勤務のため賃貸マンションを契
約する予定を「なんだかテンションが上がら
ず」思いとどまり、急遽キャンセルして移住
を決意したそうです。
「会社に通わないということは家にいる時間と
周りの環境が大事だなと思っていました。犬
も飼いたかったし、仕事もリモートワークに
なったことで住まいを鎌倉に決めました」
ご主人の実家が鎌倉ということもあって、
まずは賃貸の戸建住宅を借りることに。

休日を愛犬クマと楽しむ H さんご夫妻。
今日は夜にはホタルが見られるという
近くの小川の小径を散策しています
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海に向かって扇のように広がる地形の鎌倉
は、少し歩けば海があり、緑も多い生活環境。
多くの都会人が憧れる住環境があります。
「鎌倉に住みはじめると時間の流れや人の穏や

かさが最高ですっかり馴染んでしまいました」
こうして新たな家づくり＝注文住宅へとス
テップアップすることになったのです。

に快適なリズムが生まれそうです。大切なテ
レワークのためのワークスペースは、１階にご
主人、２階リビングの一角に奥様分と二人分
をしっかりと確保して仕事に専念できます。
「朝、余裕があればクマの散歩に出て朝ごはん
をとって家の中のそれぞれの場所でそれぞれ仕
事を開始します。この家ができてから家が快適
なので、お昼ご飯も家でとるようになりました」

ご主人は１階の土間の一部をワークスペースとして
テレワーク。長時間集中できるようにしっかりとし
た広さを確保しています

その H さんご夫妻の新居は鎌倉の中心的な住
宅街にあります。大きな敷地を開発したため
か周囲の住宅も真新しく次世代の鎌倉を感じ
ます。なかでも若いお二人の H 邸はひときわ
モダンでそのセンスの良さが伝わってきます。
エントランスは愛犬クマのための人工芝の遊
び場を兼ねています。扉を開けば大きな土間
スペースにご主人のワークスペースと奥様が
趣味とされているダンスのためのスタジオの
ようなフリーゾーン。注文住宅ならではの自
由な設計に興味津々のまま上階へ。
２階はキッチン、ダイニング、リビングさらに
はウッドデッキまで一体となって開放感ある設
計に。１階と２階のテイストの違いは日常生活

撮影◎山本倫子 取材・構成◎藤原靖久 取材協力◎スターホーム
（株）

リモートワークが主流となるこれからの時代、
移住地と家づくりはさらに大切な要素となっ
てくる。どこに住むか、どんなに快適な住環
境をつくり出すか。
仕事のためのスペースに不自由はないか、など。
これからの住まいは、自由と自己管理が求め
られていきますが、これから湘南移住を考え
る方に一言
「とにかく家づくりを楽しむことをお勧めします」
アフターコロナの新しい生活、考えれば考え
るほど、ワクワクしませんか？

奥様のワークスペースはフロアを変えて２階リビングの
一角に設置 ©️ スターホーム（東涌宏和）
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（写真左上から時計回りに）◎２階のキッチン、ダイニング、リビングと広く
開放的な空間を確保 ◎リビングから続くデッキ部分はオーニングで日差し
を遮ると快適なアウトドアリビングに。水道も設置されているから BBQ も
快適
◎１階の土間コーナーは木毛セメントを採用してスタジオっぽくダ
ンススペースとご主人のワークコーナーに、遊び心も満載 ◎エントランス
は愛犬クマのための全天候型あそびスペースでもあります
上記写真４点提供◎スターホーム（東涌宏和）

H さんインタビューとルームツアー「移り住むこと」は
「バイザシー公式 YOU TUBE チャンネル」で
ご覧いただけます。

＜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
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Season 4. Vol.38

湘南の家づくり・逗子

神奈川県逗子市 S 邸
撮影・取材・文◎藤原靖久

❺

❶

❻

❷

施主の父にあたる直原功氏は、人生の大半
を神奈川県逗子市で過ごし、現在は退職さ
れているが、現役の一級建築士でもあります。
「夏は暑くても海からの風が吹いてくるから
冷房は使いません」
こう話す直原氏は温暖な逗子の気候や、
海風山風との付き合いかたを誰よりも熟知し
ています。
逗子の家づくりでは、花木の緑を生活の中に
とり入れること、素材は木を中心とした自然
な材料でつくることは当然とも話されます。
逗子市内の平屋の賃貸住宅で生活をはじめた
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❸

施主の S さんご夫妻。設計を担当した直原氏
は奥様の父にあたります。そんなおふたりが
奥様の実家に近いこの場所に土地を見つけ
たことで、新しい家づくりがはじまりました。
かねてからいくつかの賃貸住宅を利用して
きたご夫婦は、これまで暑さ、寒さの体感
的な受け止めの違いから喧嘩になることも
あったと笑います。家の断熱性能をはじめ、
どんな家に住みたいか、それぞれの希望
を出し合い、そこに優先順位をつけて相
談しながら決めた「こんな家がいいリスト」
には、20以上の項目と何度も間取りを思
案した記録がしるされていました。

❹

そんなご夫婦の希望をふまえ、逗子の気候
風土を経験値として、直原氏は設計に取りか
かりました。

奥様が列挙した「こんな家がいいリスト」

閑静な住宅街の一角にアースカラーの外壁と
木塀と、庭木の緑に覆われた S 邸がありま
す。庭の緑や表のシンボルツリーも建物と良

❼

❶海と山など自然が豊かな逗子の街並みにとてもよく馴染んでいる S 邸。強烈なインパクトのあるファサードではないけれど、気候風土を感知し、
施主のこうありたいと願う住まいへの希望が満たされている秀逸な住まいとなっている
❷家の中心に置かれた物置も視覚的に違和感がないように木で組み上げた。軒が深いのは自転車置き場とするためだそう
❸庭を中心にして建物を開放的に配置するため、玄関は木塀伝いに家の側面に配置した
❹玄関扉は透明ガラスを採用することで明るく、ここからも玄関先の緑が楽しめる
❺❼建物は庭とウッドデッキを囲むようにおおむね L 字型に配置されている。仕切りを設けていないことで開放的な空間となっている
❻キッチンは料理に集中できるようにと個室のようにゾーニング。棚の配置や作業導線を重視し、まるで料理店の厨房のように機能的に設計されている

くマッチして心地良い佇まいを見せています。
通りから目立たないよう側面に配置された
エントランスを入れば、L 字型に配置された
開放的なリビング・ダイニングとなっています。
大きな吹き抜けや、希望通りのウッドデッキ
と緑いっぱいのお庭も設けられています。
「吹き抜けのソファーに座れば天井から左右、
家のすべてが見渡されて一番開放的な場所
になります」とご主人。
キッチンはお料理に専念できるようにと個室の
ように配置され使いやすが最優先されていま
す。このお家の特長のひとつがどの場所から

も緑が見えること。見晴らしがよい２階の寝室
からはご近所の緑を借景し、１階ウッドデッキ
はもちろんのこと、ワークコーナーからも小さ
な庭の緑を目にすることができるのです。
くだんのように苦労した寒さには、家が持
つ高い断熱性とペレットストーブ、そして
冬と夏に屋根直下の空気層から送風して温
度管理するパッシブソーラーシステム「び
おソーラー」を導入したことで、その悩み
を解消したそうです。こうして１階から２
階、ロフトまで随所に散りばめられた住ま
いのアイデア。それは設計を担当した父の

ご家族への想いなのでしょう。
海外製の高価な家具や調度品が並べられ
ているわけではなく、木の肌触りと庭の樹
木がそっと配置されている温かでシンプル
な空間。ここで腰を下ろした瞬間に感じる
幸福感は、金銭で手に入れられるものでは
ないことを誰もがすぐに理解できることで
しょう。
その土地を熟知した設計士と、その土地な
らではの暮らし方を楽しむ施主。それが長
きにわたって続いていくご家族の系譜なの
かもしれません。
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❺

❶

❷
❶リビングにつづくウッドデッキ、そ
の先には緑あふれる庭がある。海と
太陽の街、逗子の暮らしを象徴して
いるようなリビング空間
❷２階の寝室の一角に設けたデスク
コーナー。ここからも庭の背の高い
緑が目に飛び込んでくる

❸リビングに設けられた書斎コーナー。家の
角に小さな庭先スペースをつくったことで、こ
こにも緑が自然に入ってくるようにと、細やか
な設計が施されている
❹リビング奥に置かれたソファーに座ると大き
な吹き抜けの効果もあり家全体が見渡せる。
S 様曰く、
「ここはこの家の一等席」

お施主様のお父様が設計とのことで、学びの多い案件でした。かねてよ
り採用してみたかったびおソーラーや屋根上のウッドデッキなど、次に繋
がるとても良い経験できました。
Ｓ様の暮らしぶりを拝見し、満足な表情を浮かべる家族へ、お父様の想
いが建物を通じて伝わったことを感じることができました。
❹
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❼

❸

❽

❺まるで高原の別荘に滞在するか
のように開放的な寝室。天井には、
近年では貴重な木材となったラワ
ンを採用、大きな窓から街並みと
丘の緑が楽しめる
❻施主のご夫妻が２階の和室から
吹き抜けを通してリビングを見下
ろす。ソファーには父であり、今
回の設計を担当された直原功さん
とお孫さん
❼客間として確保しているシンプ
ルな和室
❽階段を上がった２階のフリース
ペースにもワーキングコーナーを
配置。この家には可能な限り仕切
りを設けないことで大きな開放感
を得られる

❻

＜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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❷

❸

❶

湘南の家づくり・大磯町

ゆったりとした時間の流れに
トラディショナルな
レッドシダーの横張りがよく似合う。
神奈川県大磯町 O 邸
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撮影・取材・編集◎藤原靖久

西湘と呼ばれる地域の中で、大磯は花水川
を隔てて保養地のような落着きがあり、時間
の流れも穏やかに変わります。日本最初の海
水浴場が開設された海辺の町であり、北側
には山々を背負って自然に溢れています。
自然や文化の香りも感じながら国道から海の
方へ少し逸れると畑の緑が視界いっぱいに
広がり、それを見下ろすように O 邸が建っ
ています。
O 様は釣りや、バイクが趣味で静かな住環
境を望んだことでこの土地に恵まれ、好きな
レッドシダーの建物を手に入れました。
まだ若いウエスタンレッドシダー（米杉）の

❶バウムスタンフのレッドシダーの扱いは格別である。天井の施工は仕上がりがき
わめて美しく、経年の色合いの変化も楽しみになる
❷新鮮なレッドシダーの香りを写真ではお伝えできないことは極めて残念
❸湘南の西側、海水浴場発祥の地とも称される大磯町には静かな時の流れがある。
湘南の注文住宅には、伝統的にモダンな米杉＝ウエスタンレッドシダーの横張りの
外観がよく似合う

横張り（ベベルサイディング仕上げ）の外壁
うかもしれません。
は、周囲でもひときわ際立った存在です。近
内装は黒とグレーを中心にした色彩を採用、
づけば人の心を落ち着かせる独特の香りを
ちょっと男前なインテリアに仕上げたと話し
放っています。
ていただきました。
自然環境が豊かで文化的な湘南地域ではレッ
居室を１階において、２階は家族が一つのス
ドシダーは人気の外壁素材。耐久性が高く、 ペースで一緒に過ごせるように勾配天井の
軽量で扱いやすくて狂いにくく、木目が美しい。 大きなリビング＆ダイニングを配置しました。
その特長とデザイン性も高いことで、建築家
見晴らしの良い南側には大きなウッドデッキ
が手がける注文住宅には最適な材料といわれ、 を備えました。
湘南住宅には欠くことのできない素材です。
取材数日前に女の子が生まれた O 様。まもな
また貼り方にはこのクラシックな横張りやス
く産後の奥様と一緒にこの家に戻ってきます。
マート感が打ち出せる縦張り（チャネル）が
新しいおうちとは歳の近い姉妹のように、とも
ありますが、大磯ではこの横張りがよく似合
に健やかに成長していかれることでしょう。
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❸

❺

❹

❻

❼

❽

❶

バウムスタンフが手がける注文住宅に欠かせない米杉
湘南住宅のカルチャーにはスパイスのような効果あり。
❶天井の美しいレッドシダーと床の硬いチークの相性がとても良い
❷キッチンはオリジナルの造作で様々なアイデアを取り入れている。ダイニン
グテーブルとの一体化、小さなデスクコーナー、色彩も黒とグレーを中心とし
て採用したちょっと男前なインテリアになった
❸将来子供部屋として２つに振分けが可能な居室
❹２階のフロアを勾配天井としたことで大空間を確保しました
❺洗面コーナー、ランドリースペースを一体としたバスルーム。天井のトップ

DATA
神奈川県大磯町O様邸
■MATERIAL
敷地面積／172.87㎡
（52.29坪）
◎外部仕上げ
建築面積／54.65㎡
（17.76坪）
屋根／ガルバリウム
延床面積／98.54㎡
（29.81坪）
外壁／米杉
1階／51.34㎡
（15.53坪）
◎内部仕上げ
2階／47.20㎡
（14.28坪）
床材／ミャンマーチーク
構造／木造2階建て 2LDK
壁／ビニールクロス
設計・施工／株式会社バウムスタンフ
天井／レッドシダー＋
家族構成／３人
（子ども１人）
ビニールクロス
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❷

ライトを設けたことで明るい効果的な自然光が降り注ぐ
❻大きなリビング空間でリラックスする施主の O 様
❼当初は小上がりのコーナーの予定だったが、もっと収納スペースをという
要望から４段の階段の高さまで床を上げた。多目的に使えそうだが現在は思
案中だそう
❽使いやすいペニンシュラ型セパレートキッチン。横に置いたダイニングも
背面ボードもオシャレで機能的

＜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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あなたの移住を応援する 家づくりのスペシャリスト
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BY THE SEA BUILDERS CLUB

あなたの移住を応援する 家づくりのスペシャリスト

バイザシービルダーズ倶楽部

キリガヤ

バウムスタンフ

L-CLASS（エルクラス）

藤和不動産

木とともに暮らす

海辺の工務店

小田原の土地探しなら

湘南・西湘の不動産探しと注文住宅なら

逗子で明治 15 年創業の木材
屋として、木材の知識はもち
ろん、この地域で長く培って
きた知恵があります。お施主
様のこだわりと、風土を調和
させた心地良い家づくりを目
指しています。

社 名にある「BAUM」とは
木の年齢のこと。年を重ねる
ごとに味わいを増す木の風合
いを大切にしています。そし
て、なにより「お客様と一緒
につくり上げていく」という
ことにこだわっています。

真鶴〜伊豆半島〜伊豆七島まで一
望のこの邸宅、春夏秋冬の空の色、
海の色を眺めて暮らせる生活。海
が見える土地、眺めが良い土地を
お探しの皆様！小田原の土地探しは
藤和不動産までご相談ください！

藤沢から平塚、二宮エリアまで
の土地探し注文住宅をお考えの
方はエルクラスのお問い合わせ
ください。潮風かおるビーチライ
ン、憧れの湘南スローライフをご
提案します。

代表：桐ヶ谷郁人さん

つるおか工務店

スターホーム

代表：鶴岡敏雄さん

ワイズホーム

代表：本田義一さん

ライブハウス

神奈川（横浜・川崎・湘南地区）を中
心に注文住宅の設計・建築を手掛け
ている建築設計事務所です。
「人にや
さしい 自然体の暮らし」をコンセプト

建築デザイナー：穂満慎一さん

に掲げ、快適さや豊かさを五感で感じ
られる住まい創りを目指しています。

木で魅せる、自由表現ハウス

横浜らしい洋館

創造的ライフスタイル工務店

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。

外房エリアは、食、住においては
多くの人を呼び込む圧倒的な魅力
があり、移住者があとを絶ちませ
ん。
『オーシャンスタジオ』は地元
で生まれ育ち、外房の魅力を知り
尽くしたふたつの個性が、新しい
移住のスタイルを演出します。

コーディネーター：当山純雄さん

“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。

プロデューサー：滝本学さん

アーゴプロジェクト

代表：小川頌平さん

代表：大浦比呂志さん

オーシャンスタジオ

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。

建売住宅にもスタイルを

代表：小松浩さん

大浦比呂志創作デザイン研究所

ジネンジャパン

ラックスエステート

天然素材 100％
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。

代表：星武司さん

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。

本部長：坂田雄介さん

ネイチャーデコール

アトリエ系ハウスメーカー

キバリ

葉山・逗子・鎌倉・横須賀の注文住宅
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。

お客様に“上質で幸せなライフ
スタイル”を送って頂くために
「美しいデザイン」
「快適を生む
自然素材」
「命を守る強い構造」
にこだわり、自然豊かな逗子・
葉山・鎌倉からご家族と自然に
優しい住宅を提案しております。

代表：武藤真広

ユーロ J スペース

葉山・逗子の暮らしなら

サーファーズハウス、輸入住宅
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。

代表：鶴田幸夫さん

代表：鶴岡雄太さん

アールサンイチヨンワークス

外房の暮らし相談

手軽に火のある生活を

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。

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。

代表：田中輝治さん

代表：星広信さん

木名瀬佳世建築研究室


COCO-HOUSE
鎌倉・葉山・逗子でぬくもりある住まいを
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探
しをお手伝いさせていただきます。
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楽居

フリーリーデザインボックス
「建てる家」から考える不動産会社

代表：西本学央さん

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。

代表：西村巌さん

木名瀬佳世建築研究室

自然素材の注文住宅

楽しめる空間をご提案

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。

横浜・元町の建築設計事務所
です。 住宅を中心に、集合住
宅、店舗併用住宅、オフィス
ビル、研究所などを手がけて
います。 古民家や、近代和風
住宅の再生、マンションのリノ
ベーションも得意としています。

代表：三浦若樹さん

代表：木名瀬佳世
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Delivery Shops
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。
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

履けば履くほど、足になじむビーチサンダル

夢と刺激と日常をテイネイに提供します。

フリュードパワーサーフクラフト

ビーチサンダルのげんべい商店

ウッドデッキ・外構・リフォームD-PARADISE

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南１丁目２１−１

神奈川県三浦郡葉山町一色 1464

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北 2-1-46

創業４０年。CHP の歴史が日本サーフシーンの歴史

手広交差点「スシロー」隣のサーフショップ

伊豆 ペット・犬と泊まれる宿「伊豆ドッグリゾート」

カルホルニアハワイプロモーション CHP 本店

ショアーズマーケット

ドッグリゾート「バイザシー」

千葉県長生郡一宮町東浪見 7428-3

神奈川県鎌倉市笛田 1-8-14

静岡県下田市吉佐美 2248-2

一軒家レンタルスぺース、音楽ホールとギャラリー

長谷駅徒歩 10 秒！しらす丼と浜焼きのお店

暮らすように滞在する
う 滞在す
葉山
葉山のヴィラ

カノンハウス鎌倉

長谷食堂｜HASE DINER

The Canvas Hayama Park

神奈川県鎌倉市浄明寺 3-10-37

神奈川県鎌倉市長谷 2-17-1

神奈川県三浦郡葉山町下山口 1969

材木座海岸が一望できる定食屋

緑に囲まれた空間でゆっくりとお過ごし下さい
空間でゆっくりとお過

こだわりのスパイスカレーのカフェ
りのスパイスカレーのカフェ

キコリ食堂

グリーンベース

ヒトヤスミカフェ
カフェ

神奈川県鎌倉市材木座 6-4-7

神奈川県横須賀市長坂４-１３−３５

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 3-2-70-1

究極の鯵フライ・地魚刺身・海鮮丼・葉山チキン！

走水海岸の漁師小屋をリノベしたカフェ＆レストラン

お腹を空かせておいでなさい

おせっかい食堂ＫＡＩＮＡ〜海菜

かねよ食堂

横浜ナポリタンパンチ本牧埠頭店

神奈川県三浦郡葉山町堀内１００３−７

神奈川県横須賀市走水 1-6-4

横浜市中区錦町16-1 横浜マリンハイツ１号館

葉山御用邸前 下山橋交差点グリル＆カフェバー

DOG CAFE 店内も OK ! !（予約）

サーフィンと湘南の海が大好きなかたに

一色 BASE

絶品ミートソースのお店PIG S BACK

ゴッデスインターナショナル

神奈川県三浦郡葉山町一色下山口 1506

神奈川県藤沢市辻堂西海岸１丁目１０−２

神奈川県茅ヶ崎市中海岸３丁目９−２０

☎0467-86-6944

☎0475-42-4626

☎050-1103-8954

☎0467-81-4723

☎046-874-7877

☎046-876-6588
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☎046-875-7213

☎0467-86-5050

☎0467-61-3370

☎046-884-5001

☎046-841-9881

☎0466-86-5785

☎0467-84-5262

☎0558-22-1555

ショアリビング

☎0467-67-6947
67-67-6947

☎0470-75-9017

☎0467-86-1173
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湘南で愛され続ける無国籍料理屋

湘南に住もう

創業 30 年 ハンドシェープの老舗ブランド

ハワイを感じながらランチをお楽しみ下さい

Kenny surfcraft 波楽研究所

東海岸南の不動産会社

レストラン＆バー ジャミン

有限会社 ステイ湘南

TRUE SURFBOARD

フラカフェ

ケニーサーフクラフト

クレールスピティ

神奈川県藤沢市鵠沼橘１丁目１−９

神奈川県藤沢市辻堂西海岸 1 丁目 8-13

神奈川県藤沢市片瀬２丁目１６−３２

千葉県長生郡一宮町一宮 10055

千葉県いすみ市岬町中原 165

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 2-13-33

辻堂レジェンド 小室正則のサーフショップ

創立25周年のBB、ソフトボードの専門メーカー

湘南のお家探しを楽しい時間に

茅ヶ崎の海まで 10 秒

リモートワークや運動不足の改善に

絶品発幸ラクサ専門店

ロイヤル
マーボーロイヤル

バズコーポレーション

フォーシーズンズランド

サザンビーチカフェ

出張鍼灸マッサージ 辻本源太

いただきます食堂

神奈川県藤沢市辻堂東海岸４丁目１−２１

神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-10-22

神奈川県茅ヶ崎市新栄町 11-13

神奈川県茅ヶ崎市中海岸４丁目12986

神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東 4-17-11

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 6-3-26-202

700 種類以上！海沿いのバルーンショップ

緑豊かな衣笠城址｜ブレッド＆ケーキカフェ

アートと本を楽しむ鎌倉佐助のカフェ

東浪見 P目前。地域最大級の品揃え老舗ショップ

Go surf with KEENS surfboards

大好評のサーフィン & BB スクール

ボンドバルーン

ローゼンべッカー榧の木邸

佐助カフェ

シークエンス サーフストア

キーンズサーフレイジ

サーフショップ リッキーズ

千葉県いすみ市岬町中原 211-3

神奈川県横須賀市衣笠町３０−１１

神奈川県鎌倉市佐助２-１８-１５

千葉県一宮町東浪見 7500-8

千葉県いすみ市岬町中原 3845

千葉県いすみ市岬町江場土 2104-1

おいしいことはいいことだ 中華食堂

JR 鎌倉駅から徒歩 7 分、鶴岡八幡宮の前

古き良きアメリカの懐かしさと憧れを

ゆったりと美術品を見れる完全予約制私邸ギャラリー

手作りパンとスイーツの店

小麦本来の薫りとうま味、心を込めて引出します

福来成

シャングリラ鶴岡

アメリカンハウスダイナー辻堂店

奥鎌倉のギャラリー
ご予約はホームページから

moonbow cafe & kitchen

パディ・フィールド

神奈川県逗子市池子１丁目８-15

神奈川県鎌倉市雪ノ下 1-9-29

神奈川県藤沢市辻堂６丁目４-11

神奈川県鎌倉市浄明寺

千葉県夷隅郡御宿町御宿台 205−５

千葉県いすみ市岬町井沢 465

あなたの「新しい」を応援します

SUP、ハンモックヨガするなら！

あなたのキレイをお手伝い致します

サーフギャラリーとプレートランチのお店

茅ヶ崎ではおなじみの中国北東部家常菜です

レンタサイクル＆コーヒースタンド

センチュリー 21 住宅流通センター

Sunny Funny Days

美容室 パシフィックブルー

ON THE BEACH

神奈川県茅ヶ崎市元町 4-2

神奈川県三浦郡葉山町一色 2378-3

神奈川県鎌倉市扇が谷 1-1-29

静岡県下田市吉佐美 799-1-3

神奈川県茅ヶ崎市中海岸 1-5-19 2F

メシと呼べる 男前アップルパイ

サーフィンをライフスタイルに！

お手頃価格のキリム ギャッベ ペルシャ絨毯店

湘南・西湘の不動産探し、注文住宅なら

鴨川の地魚と地野菜、ハーブのイタリアン

☎0466-27-0605

☎0466-34-4310

☎0470-75-9017

☎046-873-9255

☎0467-57-8020

AKITA

アップルパイ

☎0465-43-7364

☎0466-35-5529

☎0466-27-2000

☎046-876-7555

☎0467-25-6363

☎046-801-3282

キラーサーフ

☎0467-57-7771

☎0466-28-1534

☎0467-86-5050

☎0467-55-5226

☎0466-52-6785

☎0467-25-2339

ペルシャ絨毯の店シャーロム

☎0467-33-5348

神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜９８２

神奈川県茅ヶ崎市緑が浜 7-43

神奈川県鎌倉市常盤 362-4

海まで２分。ショッピングとお食事が楽しめます

こだわりのモヒートが楽しめるレストランバー

町を遊び尽くす、
び尽くす、家族の学び舎

☎0475-42-1525

☎0467-82-4445

☎0475-47-2991

TEL.050-5583-2508

L-CLASS（エルクラス湘南支店）

TEL.0466-54-7673

藤沢市本鵠沼 2 丁目 7-20 1F

☎0470-87-9150

☎070-5026-6168

☎0470-87-7773

TEL.080-6087-2566

老李 Chinese Restaurant

TEL.0467-39-6887

トラットリアイマムラ

TEL.04-7093-0086

千葉県鴨川市前原 100

[ 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
雑誌デザイン◎須原一幸（ブリッジ）

SURFGARDEN SHOP&CAFE

フード＆バー

千葉県長生郡一宮町東浪見 7500-7

千葉県長生郡一宮町東浪見 7520-1

☎0475-40-0011
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カーニャ

☎0475-40-0818

☎0120-58-7071

☎080-4435-1906

☎0470-87-2000

TEL.0470-64-6938

coco cafe

TEL.0470-29-5772

千葉県南房総市白子 1968-15 １Ｆ

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。

TEL.045-232-4370
（株）エルアンドエム バイザシー制作室

※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。

ちくらつなぐホテル

☎0470-29-7370

千葉県南房総市千倉町北朝夷 2967

次回 22 号は８月末発行予定です
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