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こんにちは! ecotto湘南のフリーペーパーです 

ecotto  family  < special thanks > 

u-ske, Ｒumina Ｓato, Ｓhingo Ｓuetsugu, Ｙuhei Ｋume, Akira Sasaki,KＡＯＫＡＯPＡＮＤＡ 

みらいはらっぱ,日暮しの時間2nd&プラス,AM’S HAIR,魚卓, たいよう整骨院, DOG ROCKET, PASSIFIC BREWING 

ALOALO, 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.  

Photographer  : Yoshiro Higai 



＜数量限定で販売しています＞ 
ご購入ご希望の方はecottoスタッフまで 

＜明さんのスキーとの出会いやトッププロとしての活動＞ 

幼少期より北海道は函館の隣町 北斗市に生まれ育ち、北海

道の中では温暖な地域にありながらも母のスキー好きから始
まり家族旅行といえば冬はスキー。そんなことから兄、二人の姉
と両親と自然にのめりこんでいったのが始まりです。3歳から始
めたスキーも今では40歳となり全くその気持ちが衰えることな
く楽しんでいます。 

 

Akira’s Project-Twin Peaks- 

ecotto HAWAII WATER 湘南のアンバサダー スキーヤー／佐々木明さん 

本誌編集中、４年後のミラノオリンピックを視野に８年の歳月を経て、アルペン競技への現役復帰を宣言！ 

オリンピック4大会連続出場、複数のＷ杯表彰台など世界のアルペンシーンで活躍してきた日本屈指のスキーヤー  

ミラノオリンピックを目指すことになる少し前のインタビューになりますが、ECOPAだけでしか読めない非常に貴重なインタビュー 

＜オリジナルブランド「EMUSI」を⽴ち上げた想い＞ 

アルペンスキー競技はヨーロッパで長い歴史を誇る競技な

のですが、僕のジェネレーションではどうもクールだと思えるブ
ランドがありませんでした。さらに僕は、目に少しばかり問題が
あり、実用性と自分なりのジェネレーションを兼ね備えたアイテ
ムをアスリート自身が会社を設立し、作っていく必要性がある
と感じ、「EMUSI」を立ち上げました。このブランドは、スイスの
ウェンゲンで行われたＷ杯において、僕が初めて表彰台に
立った時の賞金で設立したんです。当然アスリートがブランド
を作るというのはその世界では僕が初となり、以降何名かの
トッププレーヤーたちが、「こんな表現方法あるんだね」とブラ
ンドを立ち上げていってくれたことで、一つカルチャーを作れた
と思います。 

＜映像作品 TWIN PEAKS＞ 

5年間かけ制作したヒューマンドキュメンタリー映画[Akira’s 

Project-Twin Peaks-]を2020年にリリースしました。撮影地
はノルウェーのロフォーテン諸島・モンゴル・日本の谷川岳の三箇
所で撮影を行ってきました。今までの僕、今までのままではダメだ
と思う僕。新たな道に歩みを進めながら、そこでも自分のエゴでし
かないと感じながらも、これからの未来をどう過ごしていくべきな
のか。そういった人間の葛藤を表現している作品になっています。
この作品は一作目で三部作で考えています。 

今後はもちろん海にも。サーフボードやニーボードを持ち世界を旅
したいです。そして山ではパウダースノーではなく、僕にしかできな
いことを追い求めていきたい。それは氷を滑ることであり、何よりも
自分の歩幅で山に対して挑戦し続けること。 

Photographer : Kentaro Abe 



＜ハワイウォーターについて一問一答＞ 

Q.Hawaii Waterをどのように知りましたか？                                               
A.もともとはハワイに小学生のころから家族旅行や自分の旅行とし
てよく行ってました。その中でハワイの自然豊かなところに惹かれハ
ワイに関するものには愛着があり、十年ほど前、当時はオーストリア
をメインに住んでましたが日本の家にハワイウォーターを入れてい
ました。ですから出会いは自分でよいお水を探した結果。ということ
になります。 
 
Q.Hawaii Waterの印象、決め手となったポイントは何ですか？                         
A.僕は19歳～32歳まで長い時間をオーストリアで住んでいまし
た。ヨーロッパアルプスのお水は比較的硬水が多く、僕の体質的に
も味覚的にもなかなか美味しいと思えませんでした。 
世界中のお水を探し、飲んでいる中で舌触りの滑らかさと実際にお
米を炊いた時のお米本来の味を邪魔しないお水であったことが決
め手であり、長く飲んでいきたいと思える理由です。 
 
Q.Hawaii Waterを飲み始めてから何か変化した事は あります
か？                                              
A.飲む量が増えたこと。 
水を飲むと言うことは身体をリセットし、かなりの割合を水分が占め
ている身体に対し良い影響を与えます。 
僕は体重（体型）のアップダウンが激しく、意図的にそのシーズンの
スポーツにおいて必要な身体づくりをします。体型変更をする時夏
の場合は当然山での活動とは違い脂肪を減らすわけですが、その
時の落とすまでの時間は短くなっていると思います。意識の変化が
身体の変化に直結しますから、良いお水を摂取すると言うことは意
識も高まります。 
 
Q.Hawaii Waterを飲んで（サーバーを使って）感じたメリット                                               
A.いつでも自分の求める温度のお水を飲めると言うことです。常温
より少し冷たいのが飲みたい。そんなことはサーバーなしでは難し
いですし、そもそも、冷蔵庫の中の冷たいモノを、外に置いておいた
常温のモノと割るなんてことはしませんもんね。 

Akira Sasaki 

佐々木 明（ささき あきら） 

北海道北斗市出身 

小学3年で世界を目指しサロモン社と契約。 

その後は順調に世界へ勝ち進み19歳で世界選手権

デビュー。その後ワールドカップと世界戦へのデ

ビューを果たし、ワールドカップではアジア人種と

して最多数最高順位の2位表彰台を3度。60回以上

の入賞を果たす。 

2014年のソチオリンピックのあとビッグマウンテ

ンの世界へ転向する。 

世 界 の 山 々 で 冒 険 と 撮 影 を 繰 り 返 し 映 像 作 品

TwinPeaksを5年掛けて完成しリリース。 

2022年に40歳を迎えた佐々木は8年の歳月を経て

2026年ミラノオリンピックへ向け現役復帰宣言。 

Instagram  : @akiraexploring 

feature 

Q.Hawaii Waterの好きなとこを教えてください                                               
A.ピュアウォーターという響きとロゴ、そして優しい飲み味とその

優しさ。ハワイでの水の育みとストーリー。 
 
Q.ecottoスタッフの対応はどうですか？                      
A.海の中でもお会いする機会が多々ありますが、海の中で最高
の豊かな時間を過ごしているのでお水を運んできてくれる時も
温かい笑顔で届けてくれます。 
 
Q.Hawaii Waterを利用しようか検討中のお客様へ                                         
A.お料理をする方であれば、温度を自由に出来るサーバーから
お水を使うことで時短調理になります。さらに先にも述べたよう
にお米本来の味を邪魔しません。お米は特に、生産された土地
のお水を使うことがベストですが、ハワイウォーターはその味を
邪魔しないのが僕は好きです。 
お米にはだいぶうるさいので、うるさいこと言ってすみません(笑) 
 
またスポーツ愛好家の方も良質なお水を体内に入れることは 
パフォーマンスにつながっていきます。 
 
スポーツをされていない方で不摂生な生活だけど。。。という方
も、トレーニングとかダイエットとか、カーボローディングとかファ
スティングとかの前にお水から入るのが良いと思います。 
 
やっぱりお水は生物には欠かせない最重要な物ですから。                                     

ユーモア溢れるモンスターアスリート 

Photographer  : Yusuke Abe 

＜湘南の海沿いでサーフボードとスキーを同時に持ってる人が今までいただろうか（笑）＞ 

＜ハワイウォーター湘南アンバサダーのトークセッション＞ 



二宮町の真ん中付近に「心地よいはらっぱ」2022年4月に本格オープンしました 

みらいはらっぱ みんなでつくる、未来のはらっぱ 

みらいはらっぱには一般社団法人「あそびの庭」が運営する

「はらっぱベース」があります。子どもを真ん中にみんなが

集える居場所づくりの活動です。 

学校へ行っている子も行っていない子も未就学の親子も高校

生も若者も地域の方も「誰でもどうぞ」。 

また「みらいはらっぱでキャンプ」やワークショップなどの

イベントも随時開催。気になる方はHPやFacebookで随時情

報が更新されてますのでチェックしてみてください。 

みらいはらっぱ 

住所：神奈川県中郡二宮町中里158 

HP : https://www.mirahara.jp/ 

Instagram : @mirahara.ninomiya 

ecottoでつながる 
     素敵な皆さんをご紹介します 

「みらはら ドッグパーク」 
 

公園内にはドッグパークが併設されています 

SNSでは随時ドッグパークの様子や 

イベント情報が投稿されています 

営業時間 6:00-19:00まで 

都合に合わせて利用が可能です 

 

Instagram : @mirahara.dogpark 

＜ecottoおたすけ隊＞ 

園内埋設電気配線工事他 

 

「あそびの庭」 

HP : https://peraichi.com/landing_pages/view/asobinoniwa/ 

Facebook：「あそびの庭」で検索 

＜二宮＞ 



＜大磯＞ 

SHOP 

日暮しの時間２nd SHOP 

日暮しの時間2ndプラスが運営をしている 

【私設図書館】と『アンティーク家具や照明の展示販売』 

という新しい場所!! 

まるで大正時代にタイムスリップしたかのような古民家で本や空間を

自由に使うことができる 

心落ち着く場所。(貸切り可能/見学可能) 

大人の私設図書館 日暮し２ndプラス 

日暮しの時間2nd  

神奈川県中郡大磯町西小磯143-9(駐車場有り） 

OPEN：12:00～（月火曜日定休） 

Instagram : @higurashinojikan2nd 

日暮しの時間2ndプラス 

住所：神奈川県中郡大磯町小磯125 

OPEN：10:00～（月火曜日定休） 

Instagram : @higurashitime 

100年前の椅子や照明や家具の展示と販売 

 

主にアメリカ、イタリア、イギリス、日本のアンティークを 

取り扱っているオシャレな雑貨店。 

先人達が使い続けてきた道具・時と共に忘れ去られた 

道具・時に新鮮に時に懐かしい・不便だけど温かい 

「あるだけで空気感さえも変わる」そんな道具達に 

【見て】【触って】【感じて】ほしい 

古家具古道具アンティーク雑貨店 
＜ecottoおたすけ隊＞ 

電気配線工事他多数 

 

＜ecottoおたすけ隊＞ 

電気配線工事 

 

＜大磯＞ 

■本を読まなくてもOK 

■WIFIあり 

■本以外の古家具や照明、 

 展示品は販売しています 

HW設置店 

HW設置店 髪と心に優しい美容室 SHOP AM’S HAIR 

AM’Sメンバー大募集 

＜本厚木＞ 

『マメに通えてベストなスタイルをキープして欲しい』という想いから、 

AM’Sメンバー様には特別価格でご利用頂いております。 

もちろん、登録費＆年会費無料、当日からご利用いただけます。 

是非、ご利用ください!! 

＜ecottoおたすけ隊＞ 

壁掛けテレビ、漏電調査、ダウンライト、メインドアの塗りなおし、

定期フロアクリーニング 

神奈川県厚木市中町4-5-15 中町ビル1F 

Tel.046-244-5900（予約優先制） 

OPEN：10:00～（毎週火曜日定休） 

ホットペッパービューティーで 

           「アムズヘアー」と検索 

仲良しなスタッフさん達 



SHOP DOG ROCKET ＜茅ヶ崎＞ 

神奈川県茅ケ崎市常磐町6-29 

Tel.0467-84-1120 

OPEN：10:00～（水曜日・不定第１・３火曜日定休） 

HP: http://dog-rocket.com/ 

GROOMING（要予約） 

スタイルを考え、ご家族のご希望に沿ったカットで丁寧に仕上げます 

（大型のワンちゃん＆ネコちゃんもどうぞ） 

シャンプー：￥3,000～、トリミング：￥6,000～ 

ペットサロン・ペットフード・かわいいグッズを販売 

ワンちゃん、ネコちゃん用の安全で良質のドッグ・フードを食べて少しでも元気に長生きしてもらいた

い。健康や年齢を考えて厳選したプレミアム・ナチュラルフードを揃えています。また店内には輸入品

を中心とした便利グッズやおもしろいグッズ、かわいい小物が沢山!! 

HW設置店 SHOP たいよう接骨院 

神奈川県茅ケ崎市東海岸北5-5-30 

Tel.0467-38-8452 

OPEN：9:00～（休診日は日曜、祝日） 

HP: https://www.taiyoseikotsuin.com/（予約制） 

Instagram：@taiyo_seikotsuin 

ビーチサイドのような院内で、リラックスし日

常を忘れて治療を受けていただく。予約診療制

となっておりますので、院内には基本お一人ず

つの状態でプライベートのような落ち着いた空

間にて、治療を提供いたします。 

海を感じられる接骨院 ＜茅ヶ崎＞ 

＜ecottoおたすけ隊＞ 

電気ケーブルの劣化による補修 

ブレーカーの交換・ビジネスホン交換 

SHOP 

朝獲れの新鮮な魚を買うならここ!! 

魚卓（UOTAKU）本店 ＜茅ヶ崎＞ 

茅ヶ崎にある地域密着、かの有名な魚屋さん。朝獲れ・昼獲れの新鮮

な地魚を多く販売しています。スーパーでは見られない珍しい魚も多

く、毎日時間によって並ぶ商品が変わるお店です。野菜・果物の販売

や、ネット販売にも注力しています!! 

神奈川県茅ケ崎市東海岸北2-1-56 

Tel.0467-81-4066 

OPEN：10:00～（水曜定休） 

HP: https://uotaku.jp/ 

Instagram：＠uotakumaru 

＜茅ヶ崎駅から徒歩3分。駐車場3台完備＞ 

ワンちゃんネコちゃんのライフスタイルを全面サポート HW設置店 



HW設置店 

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 駐車場あり  Instagram：@momocamera2020 

＜家族で思い出の写真を!!＞ 

Photostudio ＜茅ヶ崎・サザンビーチ目の前＞ 海の見えるフォトスタジオ 

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。 

HW使用店 

HW設置店 茅ヶ崎発!100%茅ヶ崎産しぼりたてミルクアイスの誕生!!! FOOD プレンティーズ 

 

＜茅ヶ崎＞ 

かながわ県産生乳100%認証アイスが食べられるのはここだけ!! 

茅ヶ崎で有名なアイスクリーム屋プレンティーズさん。 

「かきざわ牧場」さんの鮮度抜群な生乳を使用したアイスクリームが誕生

【100％茅ヶ崎産しぼりたてミルクアイス】 

ローカルアイスならではの新鮮な生乳の味わいをぜひご賞味ください 

プレンティーズ茅ヶ崎本店 

神奈川県茅ケ崎市東海岸北1-7-28 

Tel.0467-88-0013 

OPEN：9:30～ 

HP: https://plentys.net/chigasakihonten 

Instagram : @plentysicecream 

FOOD FIVE STARS 

出店予定はSNSでご確認できます 

Tel.050-5268-7185 

OPEN：SNSよりご確認ください 

HP: https://kitchencars-japan.com/k/five-stars 

Instagram：@fivestars_churros 

チュロスの生地は既製品を使わずに店主の山名さんが独自にブレンド。湘南小麦を秘伝のバランスで混ぜ、日本人になじむ超軟水で 

安心安全なハワイウォーターを使用しています。サクモチの食感で、好きなトッピングを決めて自分好みのチュロスの完成!! 

momocamera 

出会えたらハッピーなチュロス専門キッチンカー ＜湘南発＞ 

テラスモール湘南店も是非、チェック 

2022年４月で2周年を迎えられ、 

みんなをHAPPYにしてくれるmomoさん 

今回ECOPAファンの皆様だけに 

なんと撮影料5,000円OFFクーポン 

特別に用意して頂きました!!! 

※撮影ご予約時に「ECOPA」を見たとお伝えください 

＜お嬢様の可愛い写真を!!＞ 

「しぼりたて」＆「つくりたて」が美味しさの秘密 

Newフレーバーが登場!! 

気になる方はSNSをチェック 



Staff : DAN MATSUI ＆ YUKARI NAKAMURA      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 ecotto湘南】 

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5号となり、ecottoを通して今号も多くの方とお会いすることができまし

た。皆様、本当に有難うございます。魚卓の地物の朝獲れ鮮魚をつまみにしながら

PASSIFIC BREWINGビールを飲んで、締めに茅ヶ崎産生乳使用のプレンティーズなんてい

かがでしょうか。最高ですよね！ 次回号ではecotto Hawaii Water湘南の新アンバサ

ダー、KAOKAOPANDAさんの特集があります。皆様お楽しみに!! 

Copyright2021 ecotto  Photo  by momocamera 

施工事例編 

Editor’s ROOM 

茅ヶ崎発のクラフトビール取り扱いスタート 

3年振りにアロハマーケットが開催！！ 

アロハマーケットにお越し頂いた皆様、ありがとう

ございました。2019年以来の開催となり、皆様の

期待も大きく素晴らしいイベントになりました。 

ecottoHawaiiWater湘南ブースでは5種類のコナ

ビール、ハワイウォーターのペットボトルやオリジ

ナルグッズの販売をしました!! 

コナビールがお客様から大人気で連日完売という嬉

しい結果となりました。 

来年も出店致しますので、また是非遊びに来てくだ

さい!!スタッフ一同お待ちしております。 

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換気扇が動かない、または音がうるさい 

→機種の選定をして新品に交換工事。 

   静かでパワフルな換気扇に！ 
 

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 

→レトロな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！ 
 

 

⑥留守中や家の周りの目の届かないところが気になる 

→スマホで簡単操作の防犯カメラを設置！ 
 

 

⑦インターホンが鳴らない、または音声が聴きとれない 

→最新のインターホンへ交換工事。カラー液晶画面で玄関先 

  を確認。留守中の訪問者も自動録画で安心。 
 

「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年に湘南で創業以来、電気・通信設備工

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。 

PASSIFIC BREWING 

           ーパシフィックブリューイングー 

最近、茅ヶ崎で話題の『PASSIFIC BREWIING』のクラフトビールをecotto

にて取り扱いをスタートしてます。大人気でなかなか手に入らない貴重な茅ヶ

崎産のクラフトビール。常に冷蔵庫で冷やしていないと味が変わってしまう、

生粋の非熱処理ビールです。ゆえに賞味期限も短いですがとてもフレッシュで

一番理想的な状態のまま、手元に届いて楽しめるというビール本来の美味しさ

を体現することができます。＜要冷蔵商品＞ 

ECOPAを読んで下さる皆様にも是非、飲んで頂きたい!! 入荷次第、先着順に

なりますが購入希望の方はecottoスタッフまで直接お声かけください。(数に

限りがあり、すぐに完売してしまいますのでご注意ください） 

ビールの種類やイベント情報など気になる方はSNSをチェック!! 

クラフトビール１缶 

価格： 660円（税込） 

 

Instagram：＠passificbrewing 


