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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 

ALOALO,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.  



ecotto HAWAII WATER 湘南のアンバサダー プロサーファー／粂悠平さん 

YouTubeチャンネル「Channnel KumeBro’s」が大人気！  

現在多方面のメディアで活躍中の茅ヶ崎在住プロサーファー、お兄ちゃんこと悠平さんインタビュー！ 

＜湘南・⻄湘エリアで良く⾏くお店♪＞ 

ラーメン康家、とり介、プレンティーズなどなど
書ききれないほど大好きな食べ物屋さんがあ
ります！ 

＜最後にメッセージおねがいします︕＞ 

僕はあまりお水が好きではありませんでした。
理由はシンプルに美味しいと思えなかったか
らです。ハワイウォーターに出会ってこんなに
美味しい水があることを初めて知りました。ハ
ワイウォーターは生活を豊かにするだけでな
く、毎日の健康管理もしっかり行えます。是非
ハワイウォーターのある生活を試してみてくだ
さい。 

＜現在、⾏っている活動を教えてください＞ 

こんにちは。プロサーファーの粂悠平です。ぼくはプロサーファーと

いっても大会に出るのではなくメディアプロとして活動しています。メ
インはサーフィン系YouTube「Channel KumeBro’s」の運営をし
ていますが、他にもサーフィン雑誌の連載企画、プロモーション映像
制作、コラム、ラジオ、記事構成など多種目で活動していて、その目
的はサーフィンを一人でも多くの人に知ってもらいたいということで
頑張っています！！ 

サーフィン好きはもちろん、クスッと笑いたい方ぜひYouTube
「Channel KumeBro’s」を覗いてみてください。 

 

＜今、やりたいこと、やってみ

たいことを教えてください＞ 

今はほとんどがオンライン活

動なので、オフライン活動をやっ
てみたいです。子供の大会や
レッスンなどですね。僕は一緒に
サーフィンやったら、絶対楽しま
せれる自信があります。笑 

Yuhei Kume 

粂悠平（くめ ゆうへい） 

湘南茅ヶ崎出身の兄弟プロサーファー 

主な活動： 

日本最大のサーフィン雑誌「サーフィンライフ」にて「KumeBro’s」の独占ページ制作。

サーフウェブメディア「クイバー」にて毎月４回活字で「KumeBro’s」のおすすめアイテム

を紹介するオリジナルページ担当。2021年テレビ神奈川初のサーフィン番組「KumeBro’s

プレゼンツ”ナルトリ“」を制作。そしてチャンネル登録者数30,000人を超えるYouTube

チャンネル「Channel KumeBro’s」の運営 

 

＜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.普段は1リットルくらい！サーフィンの時は2リットルくらい 
 
Q.ウォーターサーバーのある生活はどうですか？                          
A.快適の一言だと思います！！ レバーひとつで冷水もお湯も 
  すぐに出る、そして美味しい！！ 僕の生活にかかせない 
   must itemです。 
 
Q.ご家族のご利用はいかがでしょうか？                                               
A.嫁が贅沢にハワイウォーターでご飯を炊いています。 
  ほんとに味が変わります！！ぜひ試してもらいたいです。 
 
Q.その他メッセージがあればお願いします。                                               
A.ハワイウォーターから出てるマイボトルは海で使ってると 
  可愛いいーっ！ て言ってもらって大好評です。 
  持ってない方はゲットしてみてください！ 

Instagram  : @yuhei_kume 

feature 



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 

「はるみ米」新米（無洗米）5kg 2,680円（税込） 

地元で育ったお米の甘みをお楽しみください 

※ハワイウォーターと一緒に無料配送致します 

※ecottoショールームでも直接ご購入いただけます 

昨年からecottoにて取り扱いを開始しました茅ヶ崎産「はるみ米」の生産者・大竹さんに話を聴きました 

茅ヶ崎産「はるみ米」の新米が今年もecottoに入荷しました！ Food 農業生産法人株式会社 大竹農園 大竹孝一さん ＜茅ヶ崎市＞ 

＜成人記念に！お友達とでもok！＞ 

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 

HW設置店 

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。 

Ｑ.いつから「はるみ米」を生産しているのですか？ 

Ａ.2019年から。以前はコシヒカリとはるみ米の2種類を扱っていた       

 が完全に切り替えました。コシヒカリは稲が倒れやすい。はるみ  

 米は稲が倒れにくい。はるみ米はコシヒカリとキヌヒカリのかけ  

 合わせで出来た品種になります。 

Ｑ.収穫の時期を教えてください。 

Ａ.10月下旬と予定では12月下旬ですね。ちなみに新米は通常より 

 水分が多い為、ご飯を炊くときはお水の量をいつもより少し少な 

 目にするのがコツです。 

Ｑ.無洗米で販売になりますが、なぜでしょう？ 

Ａ.無洗米がいいんです！なぜなら環境汚染に関係しています。とぎ 

 汁は栄養があるので海や川を汚してしまうんです。赤潮やアオコ 

 の発生原因になると言われています。 

 

オール茅ヶ崎産にこだわった熊沢酒造の「かっぱの純米吟醸」でも大竹農園の酒米が使用されている 

Ｑ.お米作りで大変なことはどんなことですか？ 

Ａ.米作りはとにかく大変です。やめていく農家さんもたくさんいます。しかし水田を残さないと温暖化につながり

ます。僕は米作りをやめられない。米作りは農家の意地ですね。 

Ｑ.ほかに育てている野菜も教えてください！ 

Ａ.主に小松菜、ほうれん草、春菊、パクチー、トウモロコシ、さつまいもといったところですね。季節ごとに少量

ですが他にもたくさんやりますよ。 

Shop 本物をお届けする老舗ブランド 

ALOALO Hawaiian Jewelry ＜茅ヶ崎＞ HW設置店 

茅ヶ崎とホノルルにあるハワイアンジュエリー本格専門

店。オーダージュエリー、ウェディングジュエリー、ハワ

イアンバングルなど本格14金ゴールドのジュエリーをハ

ワイ価格で購入できます。価格がハワイと変わらないのは

ハワイに自社工場兼店舗があるため。 

ジュエリーやアク

セサリーの他にハ

ワイアングッズも

豊 富。フ ラ ダ ン ス

に 使 う レ イ や 楽

器、ヘ ア ア ク セ サ

リーなども多数取

り 扱 い、団 体 で の

オーダーも可能。 

ハワイになかなか行けない今だからこそ一見の価値あり！ 

茅ヶ崎市東海岸南2-10-2 

Tel.0467-73-7897 駐車場あり   

HP: [ハワイアンジュエリーアロアロ]で検索 



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4号となり、第1号から早くも1年が経ちました。お客様にとって「ecotto

と関われて良かった」と思ってもらえるような情報を提供できるよう心掛けてきました。次

号は新しい1年のスタート。皆様にお役に立てる情報や楽しい話題を提供出来るよう更なる

パワーアップを計画中です。お楽しみに！それではよいお年をお過ごしください。 

 

Copyright2021 ecotto  Photo  by momocamera 

施工事例編 

Editor’s ROOM 

sodastream FAMILY PACK 限定数販売中 

ECO SERVER 取り扱い開始 

カラダにやさしい常温タイプ 

エコサーバーをご存じです

か？ハワイウォーターの3ガ

ロンボトルでも5ガロンボト

ルでも、電源不要で利用でき

るため使い方は様々！ 

 

<一家に一台、アウトドアディ

スペンサーの使い方いろいろ> 
 

・屋外でのＢＢＱの飲料水     

 やお料理に！ 

・災害時の持ち出し用に！ 

・夜中に喉が渇いたときの 

 寝室常温サーバー用に！ 

・メインディスペンサーか 

 ら遠いお部屋用に！ 

・キッチンのお料理用に！ 

 

他にもアイディア次第で便利

に使えます！ 

 

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、または音声がききとれない 

→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。 
FAN! 

ECO! 

VALUE! 

 

ecottoで取り扱い開始以降、お客様から多数のご注文を頂いていますソーダストリーム。

数量限定のお得なファミリーパックの追加入荷をしました。空になったガスシリンダーは

弊社にて交換できます。ＨＷホームページ及びecottoショールームでご購入できます。 

「ファミリーパック」は通常セットについてくる本体・ガスシリンダー1本・専用ボトル

1ℓ1本・500㎖ボトル1本に加えて、「ガスシリンダー1本・500㎖ボトル2本」がつい

てくるお得なセットになってます。 

炭酸水は冷えたお水で作るのが決め手。ハワイウォーターとの相性抜群のソーダストリー

ムはペットボトル利用の削減にもなります。 

また自分好みの炭酸強度で作れる楽しさもあり

ます。このお得な機会にぜひご検討ください。 

ソーダストリーム ＜ファミリーパック＞ 

価格：15,400円（税込） 

エコサーバー 

価格： 4,290円（税込） 

※スタンダード、またはプレミアムディスペンサー利用者の方に限り購入可能な商品となります。 


