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Take Free.

［トランク］ より良い住まいと暮らしのためのブックレット_Vol.3

特集：自然の中で暮らす。
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くらしのモデルハウス

キウイフルーツカントリーのレセプションハウス

ご予約のうえ
見学できます！

くらしのモデルハウスのご紹介

掛川市の観光農園「キウイフルーツカントリー JAPAN」の敷地内に、エフ・ベースと DWELL のコラボレーションによる、
同農園の 2 代目である平野さんのお住まいが誕生しました。

こちらのお住まいは、平野さんのご協力のもと、エフ・ベースの「くらしのモデルハウス」としてご見学いただける
ようになりました。

早速、次からのページでこの家の魅力をご紹介します！

新たな「 くらしのモデルハウス」が誕生しました！
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f b a s e . j pさらに詳しい情報・ご予約はこちらから

〒 436-0012 静岡県掛川市上内田 2040

キウイフルーツカントリーJapanキウイフルーツカントリーJapan

【入園料】1,300 円（中学生以上）1,000 円 （3 歳以上）
【営業時間】 9:00 ～ 17:00
【定休日】 木曜日（通年）、水曜日（1/10 ～ 3/20 の間）

0537-22-6543（9:00 ～ 17:00）

kiwicountry.jp＠gmail.com

kiwicountry.jp/

お茶摘み体験 キウイバターケーキ作り キウイ収穫体験

持ち込みBBQ （食材なし）手ぶらBBQ 
様々な体験
様々な体験

ができます！ができます！

カフェのような雰囲気のダイニング

大きな木製サッシと構造用合板の壁がマッチしたリビング 窓からの柔らかな光が嬉しいシンプルな洗面スペース

ダイニング〜キッチンは土間になっているので、外の半外空間「GOOD-TIME 
PLACE」との行き来がしやすいのが嬉しい

「キウイフルーツカントリーのレセプションハウス」は、お客様との語らいの場となる屋根付きのウッドデッキ「GOOD-TIME 
PLACE」と、そのまま土足で入っていける広い土間スペースを備えたレセプションハウス（お客様を歓迎するための家）
としての役割を兼ねた住まいです。

家の中の壁が構造用合板で仕上げてあるので、DIY でどんどん好みに合わせてカスタマイズしていける自由度の高さも
嬉しいポイント。

肩肘を張らずにリラックスして過ごせる、この等身大の「くらしのモデルハウス」に興味をお持ちいただけましたら、
下のホームページより見学のご予約をお願いいたします。

▼「くらしのモデルハウス」ご見学の際は、ぜひこちらもお楽しみください！▼

 「キウイフルーツカントリーのレセプションハウス」のご紹介 「キウイフルーツカントリーのレセプションハウス」のプラン

屋根付きのウッドデッキ
「GOOD-TIME PLACE」は
来客の際に皆で盛り上がれ
る空間。

家庭菜園を楽しむ「コンテナファーム」
を置いて、とれたての野菜やハーブを
いつでもキッチンに。

リビング〜ダイニング〜
キッチンは土間になってい
るのでドアを開け放てば
ウッドデッキとひと続きの
空間に。また、土間は農作業
の合間に汚れた格好のまま
休憩を取る際も気を使わず
ラフに使えるのも嬉しい。

外の景色を楽しみながら
1 日の疲れを癒すお風呂は
ヒノキの木をふんだんに
使った空間。

くらしのモデルハウスのご紹介

More infoMore info

PlanPlan
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目指したのは、「ほっと落ち着ける場所」。
設計・片川による「わが家のコンセプト」

こだわりの家具が各所にレイアウトされた、陰影のある
ゆったりと過ごせる空間が自慢の代表・丸山の家。

家はデザインも大事ですが、ほっと落ち着ける場所である
ことが一番だな・・・・ということを体感していただける
と思います。

皆さまこんにちは。
エフ・ベースで、プラン、設計を手がける片川と申します。エフ・
ベースに勤めて 6 年。念願のマイホームを建てました。

プランナーのつくる家だから、さぞかし奇抜なデザインの建物
が・・・と思われるかもしれませんが、「4 間（約 7.3m）× 4 間
の 2 階建て」という、とってもシンプルなプランです。

家族 3 人で暮らすには、少々小ぶりな家かもしれませんが、工
夫しながら楽しく暮らしています。

家づくりや暮らしの参考になるかもしれません。
よろしければお越しいただき、見学してみてください。

▲自宅でほっと落ち着く代表・丸山

設計スタッフ・片川の自宅です！

くらしのモデルハウスのご紹介くらしのモデルハウスのご紹介

代表・丸山の家 設計スタッフ・片川の家
くらしのモデルハウス くらしのモデルハウス

詳しい情報
・ご予約は
こちらから

詳しい情報
・ご予約は
こちらから

More infoMore info More infoMore info
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P 4 〜 P 1 1

p h o t o :  K E N I C H I R O  K AWA BATA

t e x t :  Y U SU K E  K U B O M I

特集 自然の中で暮らす。
Living in nature.

いつの時代も変わることのない、
豊かな自然の「心地よさ」

袋井市・和田邸／ 2019 年完成

のどかな環境で、家庭菜園・DIY・サーフィンを楽しむ家
#001

コロナウイルスの流行により、家で過ごす時間が増えている人が増え

ている今、部屋にグリーンを置いたり、ガーデニングを楽しんだりと、

自宅の環境を心地よくすることに改めて目覚めた方も多いのでは？

そんな今だからこそ、豊かな自然に囲まれた環境でリラックスした

暮らしを送る方々を取材することにしました。

  winter / 2021

西側は山、東側はお茶畑という最高
のロケーションに建つ和田邸。近所
には若い家族も多く、お子さんの遊
び相手にも困ることがないそう。
エフ・ベースの白いバンを駐車して
いる三角形の土地までが敷地とのこ
とで、この先どんな風にお庭が変化
していくのかも楽しみです。
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家をつくることを検討し始めた当初から「自然の豊かな
環境で暮らしたい」と思っていたという和田さん。
会社へ行くにも、趣味のサーフィンのために海に出る
のも便利な、この緑豊かな環境にある 174 坪の変形地を
見つけて一目惚れし、購入を決意したのだとか。

家が完成してからは生活が一変。休みの日はサーフィン
に出かけたり、家族で家庭菜園にいそしんだり、必要な
ものを DIY したりと、健康的に身体を動かす機会が以前
より格段に増えたそう。

庭の一部を家庭菜園に。親子で楽しみながら土に触れる体験は、お子さんにとっても最高の情操教育になりそう

手前の薪棚も奥の物置小屋も DIY でつくったそう。ウェットスーツ
を干すスペースなど、細かいところまでよくデザインされてます！

木製のドアが素敵な玄関は、土間が広く
つくってあるのでお気に入りの E-BIKE
を置いておくにも便利

#001 のどかな環境で、家庭菜園・DIY・サーフィンを楽しむ家自然の中で暮らす。 Living in nature.

また、以前のアパート住まいの時と比べると、
スペースを広々と使って隣近所の人を気にする
こともなく子どもと過ごしたり DIY したりと
のびのびできるので、ゆったりとした気持ちで
過ごせているそう。

マメな和田さんのことですから、次回訪れる時は
お庭もお家も更に進化していると思います。
その時を楽しみにしています！

リビングの横の屋根が付いた土間スペースは、農作業の
収穫物を置いたり DIY したりするのにも何かと便利な場所

対面キッチンは、キッチンとダイニングの距離感が近くコミュニケーションが取りやすいのが嬉しい

小さいお子さんのために和田さんが DIY でつくった木製のゲート。細かい仕事が光る素晴らしい仕上がり

和田さんの家の写真・動画を
もっと見たい方はこちら
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島田市・渡邊邸／ 2016 年完成

スケートランプのある家
#002

  winter / 2021

生まれ育った実家の隣に家を建てた
スケートボードなどのエクストリーム系
スポーツが大好きな渡邊さん。得意の
DIY の技術を活かし、なんとお庭に
スケート用の「ランプ」を自分でつくって
しまった 



  

14 15

winter / 2021#002 スケートランプのある家

山を抜ける県道の途中にある生まれ育った実家の隣に
家を建てた渡邊さんは、何でも自分で作ってしまう。

ざっと見ただけでも、作業台、椅子、ダイニングテー
ブル、収納棚、薪棚、スケートランプ、ウッドデッキ等々。

雑誌「GO OUT」に出てきそうな雑貨によく似合った
家具を次々に作ってしまうそのセンスは、眺めていると
こちらまで楽しい気分になってくる。

自然の中で暮らす。 Living in nature.

キッチン〜ダイニング〜リビング。実際の面積以上に広々と感じられる空間

窓とスケートランプをつなぐ位置にあるウッドデッキ
は、単管パイプと木材を組み合わせて DIY した

奥に見える作業台もDIYでつくったもの。天板に塗った
モルタルも自ら左官で仕上げたそう

親戚の子供たちが遊びに来て賑やかだなあと思っていると、ドローン撮影
が気になった近所の友人たちも、「何やっているの？」と歩いてやって来る。

その皆が集まってくる感じが何とも自然体。生まれ育った土地で気心の
知れた仲間たちに囲まれ、ゆったりと自分の好きなことをして過ごして
いる様子が「何かいいな〜」と感じられた、渡邊さんのお住まいでした。

上の 2 枚は渡邊さんからいただいた、夏休みにわが家で楽しんだ時の写真。「コロナで街には遊びに行けなかったけど、家で
楽しんでいる分には、普段と何も変わらない日々でした」とおっしゃってたのが印象的でした

渡邊さんの家の写真・動画を
もっと見たい方はこちら
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山に囲まれたロケーションに建つ
渡辺さんのお住まい。近所には古
くからの友人も多く、お互いに家
を行き来して楽しんでいる。子供
たちの学校までは距離があるが、
通学バスがあるので問題ないそう。
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去る11/22（日）、日頃の感謝を込めて、エフ・ベース
で家を建てた方にお声かけして、キウイフルーツ
カントリー JAPAN にて「住まい手交流会」を開催
しました。

当日のメインイベントは、「日本バーベキュー協会」
の公認インストラクターをお招きしての本格的な
バーベキュー。

調理器具の使い方や肉の焼き方などについての
「なるほど！」という説明を聞き、実際に自分達も
調理に参加しながら、コース仕立てになった料理を
楽しむというエンターテイメント性の高いバーベ
キューに、参加者の皆さんも大満足！

飲んで、食べて、大いに語り合ってと、楽しい時間を
過ごすことができました。

また、同時進行で自由参加の「お箸づくり」「木工
体験」も開催。こちらも参加された方に楽しんで
いただけたようです。

「住まい手交流会」を、キウイフルーツカントリー JAPANで開催しました。

▲キウイフルーツの木が植えられた温室内で開催

▲子どもから大人まで皆が楽しめるバーベキューでした

「住まい手交流会」のご報告「住まい手交流会」のご報告
エフ・ベースエフ・ベース

バーベキューのコースでお腹がいっぱいになった後は、食後
の運動も兼ねて、キウイフルーツカントリー JAPAN 代表
の平野さんに広大な敷地内を案内していただくツアーに
出発！皆で園内の豊かな自然を満喫しました。

そこで一旦お開きにした後は、希望者のみ、キウイフルーツ
カントリー JAPAN の入口付近に最近完成したばかりの

「くらしのモデルハウス」（詳しくはこの冊子の巻頭 4 ページ
をご覧ください）の見学会を行いました。

嬉しいことに、希望者のみのはずが、参加されたほとんど
の方に見学していただき、たくさんのお褒めの言葉をいた
だきました。

ご参加いただいた、全ての皆様に感謝いたします。
来年も、住まい手の皆様とともに、楽しく過ごす会を開催
できたらと思っています！

▲園内ツアーの様子。ほどよく身体を動かせました

▲「くらしのモデルハウス」見学の様子
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〒 436-0079 静岡県袋井市土橋 55-3

〒 436-0046 静岡県掛川市中央高町126

【営業時間】 9:00 ～ 17:00　【定休日】 日曜・月曜

（※事前予約制）

【営業時間】 10:30 ～ 19:00
新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異な
る場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

【定休日】 水曜・木曜日

わんちゃんの性格に合わせたコミュニケーション力

個性を大切にした施術力

大型犬でも安心の設備環境

初めてのトリミングサロンやトリマーにわんちゃんはとても緊張していま
す。直ぐ始めたりせず、まずはその場の雰囲気に慣れてもらい、落ち着い
てからトリミングを始めますのでご安心ください。

犬種はとても豊富です。水が大好きな犬種もいれば、苦手な犬種もいます。
また同じ犬種でも陽気な性格もいれば怖がりな子もいます。ココロネでは
その子に一番合ったやり方を考えながらトリミングさせていただきます。

大型のドッグバス、テーブルを完備しています。
また腰に負担がかからないように、上り下りにスロープを用意しております。

わんちゃんの個性や性格に合わせたトリミングをモットーにする
「犬の美容室ココロネ」で愛犬をかわいくカットしませんか？

ワッフルと手作り雑貨が楽しめるカフェ

ワッフルと手作り雑貨のサムズカフェです。 

手作り雑貨を見ながら手焼きのワッフルスイーツ、ハーブティーを楽

しんでいただいています。 

ベリーベリーワッフルが一番人気です。

2 種類のベリーとワッフル、アイスクリームのハーモニーがたま

りません。ドリア、ピザなどランチメニューも充実しています。 

どうぞ、お立ち寄りください。

 090-8188-2951 
dogcocolone.jimdofree.com

 0537-21-6807

犬の美容室犬の美容室  ココロネココロネ

SAM'S CAFE（サムズカフェ）

1

2

3

ココロネの３つのこだわり

【掛川市】

アジア屋台ごはん トムヤム食堂（タイ料理）

WOMAN & MENS Beauty base Sola（ヘアーサロン）

樹（おでん）

一風堂（お茶・コーヒー）

キウイフルーツカントリー JAPAN（観光農園）

きたがわ動物病院（動物病院）

Quelque Chose（木工雑貨・家具）

SAM'S CAFÉ（カフェ・雑貨）→※左ページで紹介

サンゼン（スーパー）

しばちゃんランチマーケット（カフェ）

snygg（カーテン・雑貨）

旅とカレーと音楽の店 JAN（カレー）

呑楽炉（居酒屋）

ハウンドドッグ（ドッグサロン・ホテル・販売）

MEN'S SALON BE-NATURAL（ヘアーサロン）

Funny farm（カフェ・バル）

ペットハウス ラフォーレ（トリミング・販売・グッズﾞ）

【袋井市】

犬の美容室 ココロネ（ドッグサロン）→※左ページで紹介

犬の美容室スタイル（ドッグサロン・ホテル）

Café ＆ Bakery げんらく（パン・カフェ）

CAFÉNo.iE（カフェ）

口笛（ドッグサロン・販売）

Dog Salon merry（ドッグサロン）

菜里 Hana Club（フラワーショップ）

ニシオ自販㈱（自動車販売）

Hair freety（ヘアーサロン）

ペットサロン どなるど（ドッグサロン）

Monte Pasto（イタリアン）

【磐田市】

R&Company（パン・カフェ）

【菊川市】

魚定（鮮魚・惣菜・仕出し）

の置いてあるショップ

エフ・ベースの家づくりの考え方を
知っていただくために。

・「間取り＝壁」の呪縛から自由になろう
・スケルトンとインフィルを分けて、空間を自由につくる
・光熱費をかけずに 1 年中快適な家   etc...

こんなことが学べ
る本です

プレゼントのお知らせ

書籍「暮らし上手の家づくり」
（エクスナレッジ刊・定価 925 円 +税）

をプレゼントしています！
（※在庫が無くなり次第、終了となります）

プレゼントのお申込みはこちらからどうぞ！



有限会社エフ・ベース
〒436-0086 静岡県掛川市宮脇2丁目7番9号
TEL：0537-21-3373　FAX：0537-21-3371　　　　

モデルハウス  ACCESS MAP

f base.jp

掛川駅掛川駅

掛川城掛川城

コメダ
珈琲店
コメダ
珈琲店

寿や
宮脇店
寿や
宮脇店

掛川下俣
郵便局

掛川下俣
郵便局

掛川水垂郵便局掛川水垂郵便局

ローソン
掛川塩町店
ローソン

掛川塩町店

北門北門 北池北池 掛川警察署前掛川警察署前

宮脇 IC宮脇 IC
宮脇IC宮脇IC

西郷IC西郷IC

エブリィビッグ
デー掛川店

エブリィビッグ
デー掛川店

掛川警察署掛川警察署
日坂八

坂線

掛川バイパス1

415

掛川郵便局掛川郵便局

majimeni fbase

2021年、コミュニティスペースの実現に向けて


