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こんにちは! ecottoがフリーペーパーを始めました 

ecottoでつながる湘南 
ecotto  family  < special thanks > 

u-ske, rumina sato, shingo suetsugu, yuhei kume, akira sasaki 

日暮しの時間,WATER WORLD,HONEYCOMB,GROW 

よりみち食堂, BELLS, シャンボール,大竹農園,成田屋商店,Plenty’s, FIVE STARS, and momocamera.  

Rumina Sato 



ecotto HAWAII WATER 湘南のアンバサダー 総合格闘家／佐藤ルミナさん 

格闘技って若い人がやるもの？ 日ごろから鍛えてる経験者だけのもの？  

そんなことはありません！楽しく身体を動かす手段としてダイエット目的から健康維持まで幅広く体験してほしい！ 

＜湘南・⻄湘エリアで良く⾏くお店♪＞ 

ROCKDANCE SHOWROOM・Peaceman Gallery・坂ノ下アイスキッ
チン・nico café・BLEU COFFEE STAND&BAR・港のご飯屋さん 

＜最後に＞ 

良い食事を摂り、良い水を飲み、良い運動をして、楽しく健康的な 
ライフスタイルを楽しみましょう！ 
 

 

＜現在、⾏っている活動を教えてください＞ 

ジム「ROOTS（ルーツ）」を、出身地である小田原で主宰してい

ます。ここではプロ選手や、これからプロを目指す選手も所属してい
ますが、未経験者や女性、お子様も大歓迎。体力に自信が無い方
でも、レベルに合わせて指導しています。またジムとしての器具も
揃っていますので、そちらだけでもお気軽に利用していただけたらと
思います。 

またアマチュア修斗の委員長として、全国各地でアマチュアの大会
（ビギナーの大会から選手権大会まで）を開催してこの競技をメ
ジャーなものにする為の活動をしています。 

※修斗（シュウト）とは…1984年初代タイガーマスク佐山聡先生
が創設した世界初の競技総合格闘技 

 

＜今、やりたいこと、やってみたいことを教えてください＞ 

「foil」を中心としたオーシャンスポーツの追求をしています。今まで

やってきたカルチャー（格闘技やオーシャンスポーツ）の楽しさを多く
の人に伝える活動ですね。日本には波乗りでも格闘技でも他のジャ
ンルでも、新しいカルチャーを否定するような風潮を感じるので、そう
いったネガティブな文化を柔らかく変えていきたいと思ってます。今で
こそ総合格闘技は世界中でスポーツとして認識されてきましたが、自
分が修斗を志した30年前は総合格闘技に対する排他的な空気が
ありました(笑)。 

※foil（フォイル）とは…サーフボードの下に付けた水中翼で、ボード
を海面に浮かせながら波乗りする新しいサーフカルチャー（表紙） 
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Rumina Sato 

-ジム「ROOTS（ルーツ）」- 

新住所）小田原市本町2丁目14-12 

かちどきビル１階＆２階 

TEL : 0465-22-2000 

移転時期：2021年7月プレオープン 

グランドオープンは10月ごろ予定 
 

Instagram : @shooto_gym_roots 

HP : http://rootsgym.com 

 

＜ジム「ROOTS」移転情報︕＞ 

・1階トレーニングエリア、2階格闘技エリア 

・現在プレオープンスタート中、10月頃グランド 
  オープン予定（新規会員随時募集中） 
 

・海まで約1分！海近という立地を利用し、海を 
 取り入れたトレーニングや遊びを考案中 
 

・間口を広く持ちいろんな人たちとコラボイベン 
 トをしていきたい！ 
 

・格闘技というジャンルにこだわらず、面白いと 
 思ったことをいろいろと発信できる基地にした 
 い！（カメラ教室とか！） 

＜ハワイウォーターについて一問一答＞ 

Q.１日にどれくらい飲みますか？                                               
A.３リットルは飲みます！ 
 

Q.ウォーターサーバーのある生活はどうですか？                          
A.ウォーターサーバー無しの生活にはもう戻れませんw     
  特に冬の温水は助かります。 
 

Q.ご家族のご利用はいかがでしょうか？                                               
A.家族全員でたくさん利用しています。二匹のパグ  
  （わんちゃん）も！ 
 

Q.その他メッセージがあればお願いします。                                               
A.起床してすぐに冷水を飲むのではなく、少し温水を入れて常温に近づけて 
  から飲むことをお勧めします。人間の体は口から入ったもので出来ています。 
  そして人体の約６０％は水で構成されています。ですので水にはこだわって 
  生活しましょう！ 

佐藤ルミナ 

小田原市出身。ジム「ROOTS」代表 

一般社団法人「日本修斗協会」理事長 

「アマチュア修斗委員会」委員長 
 

1994年、総合格闘技団体「修斗」でプロ

デ ビ ュ ー。2005 年「修 斗 環 太 平 洋 フ ェ

ザー級」の初代チャンピオン。同年、地元

小田原に修斗ジム「ROOTS」設立。 

2014年現役引退。 

 

https://linktree/ruminasato 

Instagram  : @ruminasato 

feature 

 

＜上：１階エリア 下：２階エリア＞ 
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茅ヶ崎市南湖4-23-2 茅ヶ崎サザンビーチリゾート＆レジデンス101 

Tel.050-5480-2105 駐⾞場１台あり   Instagram︓@momocamera2020 

「ecotto住まいのおたすけ隊」へのご相談も

たくさん。キッチン周りの水道工事からシャ

ワートイレ取付、電話機移設、棚下照明交換

や屋外コンセント取付、店内ライティング

レール増設など多岐に及びご依頼いただきま

した。 

取材中も玄関引き戸の網戸設置のご相談を頂

き、市販品ではカバーできないケースへのお

客様のご要望に迅速にお応え致します。店内

にはハワイウォーター設置、ご来店するお客

様へお愉しみいただいています。 

[Living simply with training and diet]  

トレーニングと食生活に気を付けている人は、心も身体

も 安 定 し て 生 活 を 送 れ て い る 人 が 多 い と 話 す 

＜ハニカム＞代表の野口さん。ジムの内装はブラック。

洗練された空間デザインによってトレーニングに集中で

きる、自分だけの空間を演出。料金体系はＨＰでご確認

できます。  https://thehoneycomb.jp 

-茶房 日暮しの時間- 

中郡⼆宮町富⼠⾒ヶ丘2-20-18 

Tel.0463-67-8352  駐⾞場あり

Instagram︓@higurashitime 

※営業時間はホームページまたは 

 インスタでご確認頂けます。 

「古民家をリノベーションした喫茶店をいつかやりたい」という夢を、オーナー自

らの手で１年半かけて試行錯誤しながらこつこつと造りあげた店内。住宅街にひっ

そりとたたずむ、まるで昭和へタイムスリップしたような居心地の良い空間が広が

るここは、きっとあなたもどこか懐かしさとくつろぎを感じることでしょう。 

＜押入れをこども秘密基地に＞ 

また、お客様との会話の中で気が付かな

かったところが勉強となり、サービスや

店舗を改善することもあるそう。例えば

小さいお子さんが思いのほかたくさん来

てくれるので、押入れを壊して子供が遊

べる空間を作ってみたり、「ワンちゃん

のお散歩の途中で休憩できるとありがた

い」というお話を頂いて外にテーブル席

を作り、そこでコーヒーや軽食を楽しむ

人が増えたり。 

当初気が付かなかったところを創意工夫

しながら、これからもより良い憩いの空

間を作り上げていく。 

おたすけ隊出勤！ 

70年代から続く懐かしい喫茶店の軽

食のメニューを再現。この昔ながらの

こだわりメニューと、旬の食材を使っ

た週替わりメニューからお食事をチョ

イスできます。またご近所を回るデリ

バリーサービスもスタートさせた（曜

日限定）。 

「大人も子供もゆっくりと、お客さん

とお店の人が心通わせながらくつろい

でいってもらえる場所にしたい」と声

を揃えて話していただいたオーナーの

ユリさんとリュウさん。 

Beauty 

WATER WORLD ＜二宮町＞ 

定額メニューのあるネイルサロン 

HW設置店 

お客様とこれからも一緒に作り上げていくお店 Gourmet 

茶房 日暮しの時間 ＜二宮町＞ HW設置店 

＜七五三撮影は前撮りがおすすめ！＞ 

Photostudio 

momocamera ＜茅ヶ崎・サザンビーチ目の前＞ 

海の見えるフォトスタジオ 

オフを含め基本１時間で出来る範囲のデザ

インで施術。スピーディで高技術を持つス

タッフがお待ちしてますので、忙しい方で

もリーズナブルで継続的にお手元のキープ

が可能。またシンプルなデザインからお客

様の画像持ち込みもＯＫですので気軽に来

店 し や す い 環 境 と な っ て い ま す。HOT 

PEPPERでお得なクーポンもありますので

ぜひご利用ください。 

県内に５店舗展開するWATER WORLD（ウォーターワールド）の二宮店は

今度の10月で8周年。（他、湘南台店・長谷店・弘明寺店・大和店） 

-WATER WORLD 二宮店-  

中郡⼆宮町⼆宮879-19 Tel.0463-72-8644 駐⾞場あり Instagram︓@waterworld9696 

Fitness 

HONEY COMB ＜二宮町＞ 

2021.7グランドオープン 完全個室パーソナルトレーニングジム 

HW設置店 

-HONEY COMB（ハニカム）-   中郡⼆宮町一色1310-7 2F  

MAIL.info@thehoneycomb.jp 駐⾞場あり Instagram︓@personalgym̲honeycomb 

HW設置店 

交換されたキッチン棚下照明

明るくシンプルに 

いつも[ECOPA]の素敵な写真を撮影してくれてるmomoさん。 

「momocamera」スタジオでは完全貸し切りで撮影できます。 

スタジオ見学可能。HPやインスタでお問い合わせください。 



Staff : DAN MATSUI       Photographer : momocamera 

LINEでご依頼が可能になりました 
 

さまざまなご相談やご注文が気軽にできます 

LINEではこんな使い方ができます 

【住まいのおたすけ隊】 

困っていることをメッセージで送信してください 

<例えば> 

・コンセントの増設をしたい 

・エアコンクリーニングをお願いしたい 

・使わなくなったOA機器を回収してほしい 
 

など、お気軽にご相談ください。 

修繕希望の場所を写真撮影していただき、送信していただければ 

簡単なお見積りをお送りすることができます。 
 

【Hawaii Waterの注文】 

LINEからご注文ができます（営業時間外でも受付可能です） 

※お支払い方法が口座払いの方のみとさせて頂きます。 

１位 電気工事 （スイッチ交換・コンセント増設他） 

２位 LAN配線工事 

３位 エアコン新規設置・交換工事 

４位 リフォーム・修繕 

５位 エアコンクリーニング 

住まいのおたすけ隊実績ランキング 

LINE ID ＠ecotto 

「ECOPA」第3号となりました。載せたい写真や情報がたくさんある中、限られたスペー

スでなにをどうお伝えするかが悩みどころ。こんな情報が欲しい！うちも取材してほしい！

等の声がありましたら、ecottoLINEや各ecottoスタッフに直接ご意見いただけたら幸いで

す。皆さんと共に作り上げていくECOPAを今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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施工事例編 

よりみち食堂がリニューアルオープン 

Editor’s ROOM 

茅ヶ崎雄三通りにて、ひと際

存在感を放っている店構えに

見 覚 え の あ る 人 も 多 い の で

は。こちらは地域密着の工務

店「GROW」のオフィス兼イ

ンテリア雑貨店。暮らしに彩

りを与えてくれる家具、照明

や小物まで所狭しと並ぶ。見

てるだけでもわくわくするよ

うな店内。店舗前の駐車場で

は時折キッチンカーも登場。

茅ヶ崎の新しい発信基地とし

て要注目。 

Hawaii Water NEWオリジナルグッズ販売開始 

前号で取材掲載しました「よりみち食

堂」がリニューアルオープン！ 

働く側の動線を見直しつつ、よりよい空

間でお客様に過ごしていただくために、

アイデアを出し合い、短期集中で施工致

し ま し た。今 回 施 工 は [ecotto ×

GROW]で管理。細部にまでアイデアを

盛り込んだ新しいよりみち食堂へ是非お

立ち寄りください。 

-よりみち食堂- 

茅ヶ崎市松が丘2-12-20 

Tel.0467-95-8662 

GROW & free studio chigasaki 
HW設置店 

 

茅ヶ崎市東海岸北2-1-39 

Tel.0467-84-8517 

こんな困ったありませんか？ 

最近の施工事例を一部お見せします！ 
 

①ビルトインタイプのクッキングヒーター購入から10年以上が 

  経ち、メーカー修理ができない 

→機種の選定をして新品に交換工事！ 
 

②家電製品が増えてブレーカーが時々落ちる 

→使用電力を調査。ブレーカーの増設・単独回路コンセント 

   増設で解決！ 
 

③テレビ裏のコンセントがたこ足配線で整理がつかない 

→口数を増やして解決！ 
 

④部屋のスイッチをおしゃれにしたい 

→アメリカンスイッチに変更！ 
 

⑤シャワートイレにしたいけどトイレ内にコンセントがない 

→トイレ内にコンセント新設・シャワートイレ設置！ 

「住まいのおたすけ隊 ecotto湘南」をスタートさせた神奈川電

設株式会社は1961年に茅ヶ崎市で創業以来、電気設備工事

をはじめ、みなさまのお役に立つサービスの提供に努めてきま

した。電気設備以外にも幅広いご要望にお応えします。「困っ

た」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。 

お客様から多数のご要望を頂いておりましたオリジナルグッズの新作が登場しました。

ぜひ手に取っていただき、さらにハワイウォーターライフを充実させてください。    

ＨＷホームページ及びecottoショールームでご購入できます。 

ロゴ入りＴシャツ（一般：3,300円 HW会員様:2,750円） 

白・黒・グレーの3色展開  サイズ S/M/L/XL 

着心地や素材感にもこだわった上質なボディ 

年間を通して使用できます 

デニムトートバッグ（一般：3,850円 HW会員様:3,300円） 

サイズ：W37×D15×H36  内容量約19Ｌ 

柔らかなデニム素材のトートバッグ 

使い込むほどに風合いが増すのも魅力 

2WAYトートバッグ（一般：3,300円 HW会員様:2,750円） 

サイズ：W61×D18×H43  内容量約29Ｌ 

キャンバス地の大容量トートバッグ 

手提げ、肩掛けとして2通りの使い方ができます 

HW専用マイボトル（一般：3,300円 HW会員様:2,750円） 

内容量：500ml  サイズ：高さ約26cm/幅約7cm 

待望の500mlが二重断熱構造でブラックで登場 

マイボトルを持ってごみを減らしましょう！ 


