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「 エフ・ベースの住まいでの暮らし」を
インスタグラムでシェアしよう！

2021年 12/1（水）〜2022年 5/31（火）

屋外用薪ストーブ

インドア用グリーン（大）

インドア用グリーン（小）

エフ・ベースで新築／リノベーションした住まいにお住まいの方

期間

要項

1位賞品

2位賞品

3位賞品

対象

# エフベース
で

シェアしよう
！

　　　　　 ＃エフベース

※プレゼントは
　本体のみと
　なります。

※２位・３位の賞品写真はイメージとなり現物とは異なります
   のでご了承ください。

Share Your Happy Life!第２回開催決定！！

期間中に Instagramでハッシュタグ「#エフベース」とメンション「@fbase」をつけてシェア
された写真を対象に「いいね数」「写真のクオリティ」「暮らしの楽しさ」「文章の内容」等を総
合的に審査させていただき、上位3つの写真の投稿者の方に、豪華商品をプレゼントします！

※非公開設定の方は相互フォローが必要となります。@fbase をフォロー後、DM にてご連絡ください。
※審査結果は受賞者のインスタグラムへのメッセージ、エフ・ベース HP、「TRUNK vol.6」で発表いたします。

第２回

「 エフ・ベースの住まいでの暮らし」を
インスタグラムでシェアしよう！

@69garden_gun

@tomoki.wada

@masuko_015_home2位

1位

3位

住まい手の皆様のエントリーをお待ちしています！

結 果 発 表
（ 2021年 7/1（木）〜11/30（火）開催分）
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エフ・ベースが目指していることの一つが、「自分たちにできることを通して、掛川の街を元気
にすること」。この目標をともに目指す地域の “仲間たち” を紹介させていただくための新コーナー

「掛川の街を盛り上げる人たち」。第１回目はエフ・ベース代表・丸山が何杯お世話になったか分からな
いクラフトビール「掛川ビール」を製造する「KAKEGAWA FARM BREWING」代表の杉浦健美さんに、
同社の経営する掛川駅前のレストラン「Funny Farm」にてインタビューさせていただきました。

掛川駅前の「Funny Farm」
店内の様子。地元民が気軽
に立ち寄れる憩いの場になっ
ている

杉浦 健美
（KAKEGAWA FARM BREWING 代表）

さん
す ぎ う ら 　 た つ み

ーーー 「KAKEGAWA FARM BREWING」を立ち上げた
経緯を教えていただけますか？

もともとアパレルの会社で働いていて、そこが飲食も
やっていたので少し経験があっただけですが、僕はアメ
リカのポートランドのような、地元の素材にプライドを
持って手づくりのものをつくるっていう文化が好きで、

「BUCKET HERE & CORNER」はワイワイと皆んなで楽し

めるパブ、「Sakanamachi Food Bar SALU」はゆっくり

と食事とお酒を楽しむ大人のバー、とそれぞれコンセプト

を変えて営業しています。

ーーー ビール工場の方の今後の展望は？

今の工場が手狭になってきているので、移転して規模を
大きくしたいです。今は瓶ビールだけの展開なんですが、
郊外の広いところに移って生産量を増やして機械も新た
に導入し、缶ビールを作りたいんです。あと、敷地内に
食事とビールを楽しめるレストランもつくりたい。この
ことを実現することが今の目標です。なかなかいい場所
がないですが、引き続き探していきます。

ーーー 最後に、ここ「Funny Farm」の宣伝をお願いします。

今、特に若い人に「溜まり場」が少ないのかもと思って
いるので、色んな年代・職業の人が気軽に交流できる
溜まり場にして欲しいです。お惣菜やお菓子のコーナー
は、テイクアウトも出来ますし、プレゼント用にもオス
スメです。それとクラフトビールの販売もやっていて、
こちらもお持ち帰りできます。あと今、夜働ける人募集
中です。若い人、将来の夢がある人歓迎します。

Funny Farm
〒 436-0078 静岡県掛川市駅前 7-20 ウィタス 138 内
TEL：0537-62-081
営業時間 11:00 － 21:00（毎週火曜日定休 )

ビールをやってみようと。それで静岡の AOI BREWING
で 1 年間クラフトビールの経験を積んでから自分で始め
ました。今年で 4 年目になりますね。

ーーー ここも含めてお店も3店舗、経営されていますよね？

掛川の街なかで「Funny Farm」は気軽に使えるカフェ、

こちらの記事は
ホームページにも掲載中

No.1
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袋井市・渡邉邸 ／ 2017 年完成

美しい乗り物たちと暮らす家

歳月とともに深まる暮らし
Life deepens over the years

特集

P 6 〜 P 1 3

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

No1 3

家は暮らしを育む器。
暮らしを重ねるほどに、新しい暮らしの喜びを広げてくれる、
そんな家がいいな、と思います。
そこで今回は、エフ・ベースで家をつくり 5 年以上経った
３軒のお住まいを訪問して、年月を経た暮らしの様子を見せて
いただきました。

ピカピカの「ボルボ V40」「ボル
ボ 240」「スカイライン 2000GT」
が並ぶ様がまさに「圧巻！」の渡
邊邸。普段使いは V40、キャンプ
の時は 240、純粋にドライブを楽
しみたい時は 2000GT という風に
使い分けているのだとか
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オートバイの生産技術のお仕事をされて
いる渡邉さんは、プライベートでも乗り
物が大好き。
自宅が出来てからはこれは！というレア
な掘り出し物を見つけるたびに乗り物が
増えていき、現在は写真のような状況に。

どれも本当に大切にしている乗り物たちだけど、特にスカイラ
イン 2000GT は、ここ最近、買った時には思いもしなかったほど
人気が高まっていて、ご主人も驚いているそうだ。

家に続いてガレージが完成した後は、まとまった休みが取れた
時にバイクをレストアする楽しみも。本業でもあるだけに、掘
り出し物を手に入れた後はパーツを全て解体し磨き上げてから
組み直すそうで、置かれた２台のバイクは見惚れてしまうほど
ピカピカに仕上がっている。
RZ の奥にチラッと見えるバイクもレストア待ちなのかもしれない。

古いものも好きな渡邉さん、家の中の建具や照明な
どは、家の完成に合わせてアンティークショップで
いちどに買い付けたのだとか。シンプルな内装の中
に古いものが自然と溶け込んでいる。

以前はキャンプが好きでよく行っていた渡邉家も、
第 2 子の誕生以降はコロナ禍もあり、家で過ごすこ
とが増えたそうで、この夏は「おうちキャンプ」を
楽しんだ。

時の流れとともに、変わってくる家族の「やりたい」
と思うことをきちんと受け止めてくれるコンパクト
な家、そんな印象の渡邉さんのお宅でした。

好きなのは、「乗り物」と「古いもの」

手前のピカピカの YAMAHA RZ250 は、状態の悪いものを入手し、連休を利用して全てのパーツをバラして組み直したのだとか！ 大画面で壁に鮮やかに映写できるプロジェクターはコロナ禍で家に居ることが増えて購入したもの。
下に見えるスピーカーや機材を収める棚はご主人による DIY。エンジニアならではの細かい仕事が光る

デッキ〜お庭〜ガレージへ繋がるリビング お庭で「おうちキャンプ」を楽しむ お庭に面した、味わい深いガレージのドア

愛車越しの笑顔が素敵な渡邉家の皆さん

こちらもピカピカの SR400

整理された空間に古いものが映える

渡邉さんの家の写真を
もっと見たい方はこちら
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また、出口さんご夫婦は、ご主人は器や絵画の収集、奥様はタップ
ダンスと「お互い、自分の世界を持っている」ので、敢えてそれぞれ
の部屋は離れた位置してなるべく干渉せず、リビングで集まるという
間取りにしていると、ご主人がユーモラスに教えてくれた。

お仕事を退職された現在は同じ大型店でパートのお仕事をされている
というご夫婦。お二人の素敵な笑顔から、仕事で適度に身体を動かし
ながら、悠々自適な暮らしを楽しむ穏やかな日々が伝わってきました。

建て替えのきっかけになったお仏壇はリ
ビングの角にピッタリと納まっていた

リビングのテレビの上は収集した器たちを飾るスペース

中にはバーナード・リーチによる器も

奥様の部屋にはタップシューズが。
かなりやり込んでいる気配が漂っていました！

普段使いの器は奥様の好きな砥部焼が多いのだとか

袋井市・出口邸 ／ 2016 年完成

悠々自適を楽しむ終の住処

No2 3

大手ハウスメーカーで建てた家に 30 年近く住んだ
頃、仏間をつくるリフォームを検討しだしたという
出口さんご夫婦。
しかし鉄骨構造だったため自由がきかず、「子供た
ちも巣立ったことだし、終の住処に建て替えようか」
ということになり、エフ・ベースで建て替えた家に
暮らして 6 年目になる。

建て替えて良かったことは、南側に隣の家が迫っているが
１階のリビングに採光を確保できたこと、そして気密・断熱
をしっかりしたうえで床下エアコンを採用したため、暑さ・
寒さで悩まされることが無くなったことだそう。

そして「万が一娘が家に戻ってきても大丈夫なように」
と１階につくった個室は、現在、たまたま単身赴任になった
息子さんが使っているそうで、これも大変良かったそうだ。

仏間をつくるリフォームのつもりが・・・

奥様の「嫁入り道具」だという棚には
お気に入りの器や思い出の写真が

カウンター越しの会話を楽しめるダイニング

出口さんの家の写真を
もっと見たい方はこちら右のトヨタ 86 はご主人と思いきや奥様の愛車なのだとか
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T さん一家はご夫婦と 2 人の男の子の 4 人家族。
社宅のアパートが手狭になり暮らしにくくなったことと、
次男さんに障がいがあることがわかり、環境を整える必要
があったのが家づくりのきっかけだった。
木の温かみが感じられる家を求めて当初は大手の会社の
家を検討していたが、たまたま出会ったエフ・ベースの

「楽しげな感じ」に惹かれ、建築を決意したそうだ。

家づくりの際こだわったことは、まず第一に
障がいのある息子さんも過ごしやすい家である
こと、また介助がスムーズに行えること。これ
は１階をバリアフリーにし、浴室、トイレのドア
の間口を広くするなど、「事前によく考えたのが
良かった」とのこと。また、ガスコンロのオート
調理機能や食洗機、お掃除ロボット等、自動化
できるところはどんどん自動化して家事を楽に
できるようにしたことも正解だったそうだ。

ご主人と長男さんの共通の趣味である自転車は、
玄関土間で整備ができるので重宝している。
壁面にショップのように自転車やウェアをディス
プレイするために、あらかじめ棚などをつけられる
ようにしたのも使いやすさのポイントだ。

そして嬉しいことに、長男さんはこの家の建築の
ための打合せや完成までの過程を間近で見たこと
をキッカケに「将来、建築系の仕事につきたい」
と考えるようになったそう。この冬、受験を控え
ているとのことで、陰ながら応援しています！

家族との会話を楽しみながら家事ができるキッチンは奥様のお気に入り

7 年を経て、雑木林のように成長した庭木たち

玄関前で家族写真をパチリ！

広い玄関土間は自転車のためのスペースとして重宝している

長男さんは、この家の建築をキッカケに「将来は建築系に進みた
い」という夢を持ったそう。エフ・ベース代表の丸山も大喜び！

庭の緑を眺める窓がある下屋になったダイニング。穴蔵のようで落ち着く空間だ

Tさんの家の写真は
エフ・ベースホームページでも

2 人の子育てを支える、木の家

歳月とともに深まる暮らし

掛川市・T 邸 ／ 2014 年完成

子育てを支える働き者の家

No3 3

特集
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11/6（土）・7（日）、エフ・ベースのモデルハウ
ス TRUNK にて２回目となる「COFFEE STAND 
NEIGHBOURHOOD」を開催しました。

エフ・ベースが大切にしている“暮らしを楽しむ”という
コンセプトにあったアイテムの展示やワークショップを、
皆で美味しいコーヒーを飲みながら楽しもう！と
いう趣旨のイベントです。

当日、来場された皆さんは、ウェルカムコーヒーを飲
みながら、展示された植物について色々と質問した
り、実際に薪ストーブで温めたテントサウナがどんな
ものなのか入ってみたりと、思い思いの時間を楽し
まれていました。

午前・午後と２回開催したコーヒー教室の時間も、
淹れ方による味の違いなどを飲み比べながら、熱心
に講師のお話に耳を傾けていらっしゃいました。

このイベントは継続して開催していきたいと考え
ています。次回の開催をお楽しみに！

11/6（土）・7（日）にモデルハウスTRUNKにて開催された
「暮らしを楽しみ、仲間をつくるための集い」の第２回目

▲今回のイベントポスター

イベントのご報告
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居心地のいい住まいをつくるために、エフ・ベー

スが大切にしていることをわかりやすくお伝え

するために、エフ・ベースの YouTube チャンネ

ルにて「教えてシリーズ」をスタートしました。

ぜひご覧になってみてください！

エフ・ベースの家にお住まいの皆様への感謝の気

持ちを込めてキウイフルーツカントリー JAPAN

にて開催させていただいた恒例の「秋の BBQ 交

流会」のご報告をエフ・ベースホームページにて

公開しています。よろしければご覧ください！

居心地のいい家づくりのヒントにしていただければ嬉しいです

YouTube で、「教えてシリーズ」スタートしました！

11/14（日）「秋の BBQ 交流会 @ キウイフルーツカントリー
JAPAN」のご報告を、WEB で公開中

モデルハウス「TRUNK」に、一度お越しください。

「教えてシリーズ」
動画はこちらから

モデルハウスに
ついてもっと見る

「秋のBBQ交流会」
のご報告はこちらから

FBASE INFORMATION

敷地の形状と環境を活用し、視線や風が抜ける方向に開口
部が大きく開いているため、コンパクトながら広々と感じ
られる掛川モデルハウス「TRUNK」。
自然素材の温かみが感じられる室内、間仕切りの少ない開
放的な空間を実現する「木造ドミノ構造」、一年を通して快
適な室内環境を実現する全館空調など、エフ・ベースの住
まいの特徴を感じていただけます。

自然の心地よさが感じられるモデルハウス

キッチンの横の半外空間「GOOD-TIME PLACE」

モデルハウス「TRUNK」
静岡県掛川市宮脇 2-7-9
TEL：0537-21-3373
※見学のご予約はお電話、HP よりどうぞ
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【掛川市】

アジア屋台ごはん トムヤム食堂（タイ料理）

掛川いつき珈琲店（コーヒー）／ 日本酒おでん 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）

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）

Funny farm（カフェ・バル）

MEN'S SALON BE-NATURAL（ヘアーサロン）→※左ページで紹介

WOMAN & MENS Beauty base Sola（ヘアーサロン）→※左ページで紹介

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）

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！

〒 436-0019 静岡県掛川市青葉台 20-13

〒 436-0019 静岡県掛川市青葉台 20-7 ダイアパレス 101

【営業時間】
水〜金／ 9:00 〜 19:00
土／ 8:00 〜 19:00
日・祝／ 8:00 〜 18:00

【営業時間】
9:00 〜 17:00

【定休日】
月、火曜日

【定休日】
日、月曜日

（予約優先）

（予約優先）

理容店という旧き常識を覆す
「男のトータルビューティーサロン」

最高のリラクゼーションをあなたに・・・

Sola はお客様の持つ魅力をさらに引き出し、

理想の女性像、そして笑顔になれる空間をプロデュースしていきます。

また髪に関するコンプレックスにもスタイリングのアドバイスや、

頭皮ケア、アフターケア等一人ひとりに合うスタイル、

ケア方法を提案し、対応できるよう心がけています。

当サロンはメンズオンリーサロンです。

落ち着いたスペースで、カウンセリングから仕上げまで

トータルでプロデュースさせていただきます。

ベリーショートからミディアムパーマまで

幅広くお客様のニーズにお応えし、

あなたの男らしいスタイルをご提案させていただきます。

 0537-23-9595 

benatural-sola.com/benatural/

 0537-64-7474

SolaBeauty Base

cuthouse BE・NATURAL
メンズオンリーサロン



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

majimeni fbase

くらしのモデルハウス（設計・片川の自宅）


