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ecottoでつながる湘南
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ecotto HAWAII WATER 湘南のアンバサダー

写真家U-SKEさん

HAWAII WATERご契約者様へ年末プレゼントのオリジナルカレンダーやパンフレットも全て
U-SKEさんの写真。この特集はそんな彼の素顔に迫っていく企画です。

＜現在、⾏っている活動を教えてください＞

<下> 波に乗るサーファーの右側で、水中に潜りながらシャッターを切るU-SKEさん

写真家です。広告や雑誌の仕事をしたり、最近はカメラ講師や店
舗のディスプレイプロデュースなどもやってます。いろいろと活動さ
せてもらってますが、基本的にはライフワークとしている海の撮影、イ
メージする瞬間との出逢いを探して日々作品づくりをしています。
それから地元の平塚市で自身の小さなギャラリー（ピースマンギャ
ラリー）も営んでます。ここは2011年の東日本大地震がきっかけで
始めました。以前はサーフィンフォトグラファーとして旅ををメインに
活動していましたが、“なにか想いを伝えられるようなベースを日本
につくりたい”ってそのとき滞在していたハワイで思ったんです。帰
国してからすぐにこの場所をつくりだして、初めはアトリエのような所
でしたが今は店長でもある奥さんに手伝ってもらい、コーヒーやス
ウィーツもだしています。作品を見たり購入するだけではなく、子供
から大人、海好きから地域の方々まで、写真を通していろいろな方
が交流を持てる場所にもなればいいかなと思っています。

＜今、やりたいこと、やってみたいことを教えてください＞

いろんな海を見てきましたが、いつも海や空、自然にはたくさん感動

いつでも自然体のU-SKEさんと店長ゆうこさん。二人が迎え入れてくれる優しい空間。
それがPEACEMAN GALLERY

させられるんです。ずっとしていることかもしれないけれど、これからも
心動かされる感動の瞬間を作品に収めていきたいですね。そこで感
じたことがたくさんあるから、コロナが落ち着いてきたら各地でまた個
展をしたり、写真集を出したりとか、作品と想いをアウトプットしていき
たいですね。あと個人的なことですが、自分はIBD（炎症性腸疾患）
という病を持っていて、昨年手術でオストメイト（人工肛門保持者）と
なりました。特殊なウェットスーツを開発してもらったり工夫をして、今
は海に戻ることが出来ています。これからも波の中を泳ぐ写真家とし
て、同じように障がいを持った人たちにも勇気や元気が少しでも与え
られるように活動を続けていきたいと思っています。ぜひ今後は海で
出逢った作品たちを病院などでも飾ってみたいですね。

-ピースマンギャラリー-

平塚市松風町23-3-102

U-SKE（スズキ

TEL : 0463-57-8278

平塚市出身。1995年よりハワイを中心に世

営業時間：現在不定期の為インスタ
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＜最後に＞

小さなお店ですが、平塚市にある僕のギャラリーにもぜひ遊びに来
てください。波乗り好きはもちろん、カメラ好きや写真を習いたい方も
ぜひ！生徒さんも募集中です。
海との生活で楽しい時間を一緒に過ごしましょう！

＜湘南エリアで良く⾏くお店＞

Really Music・Litmus Indigo Studio・えぼし・花水ラオシャン本
店・HOW SWEET・Bistro Vie・麺処 凪・Boulangerie Nico
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「海の近くの食堂」しっかり量を食べてもらいたい！

「キーワードはライフサイクル」湘南地域密着

Renovation

BELLS＜茅ヶ崎・平和町＞

よりみち食堂＜茅ヶ崎・鉄砲道＞
「湘南地域の旬のものをいっぱいたのしく食べてもらいたい」というオーナーが

家族全員が朝起きたとき、そして夜寝る前と毎日のハワイウォーターが欠かせな

３年前にオープン。海鮮ものや天ぷらなど和食がメイン。住宅街にあるのでラン

いとお話しする社⻑の鈴⽊さん。娘さんは学校に⾏く際、毎日⽔筒にお茶を入れ

チはもちろん、夜も家族でご飯を食べながらお酒も飲めるアットホームなお店。

て持っていくために、ハワイウォーターのサーバーでお湯と⽔をバランスよく混
ぜて、適温でお茶を作るそうです。そんな鈴⽊さんが代表を務める「BELLS」
は今年１０周年。「人生を得するリフォーム」をお客様に提案し続けています。
ライフサイクルという言葉をご存じでしょ
う か？人 生 は 時 が 経 つ と 家 族 の 形 態 が 変
わっていきます。家族が変化すると「暮ら
しやすい家の形も変わります。例えば小さ
なお子様が大きくなって間仕切りが必要に

旬にこだわった酒の肴も

なる。またお子さんが成⻑し独立した後の

時期や時間帯によって日当たりがよすぎる

間取りの変更。家に合わせて生活するので

という店内では、室内ロールスクリーンで

は な く、そ ん な ラ イ フ サ イ ク ル に 合 っ た

はカバーしきれず、何か良い解決策がない

「家」の提案を得意としています。

かと「ecotto住まいのおたすけ隊」へご相
談いただきました。今回ご提案できたのが
屋外ロールスクリーン。大きな窓にもサイ
ズを合わせて一枚ものに。またスクリーン
を降ろす際は自由に高さ調節可能で、ワイ
ヤーがしっかりしているので風にも強く海
沿いの店舗にも問題なく、大活躍と大変喜
んで頂きました。

施工事例 お客様のご要望をじっくり伺って最良プランを提案

またオリンピックやスポーツ中継に向けてテレビ

そんな「BELLS」の想いのこもった自然素材のBELLSハウスの見学会がありま

増設を考えていたオーナー様から、壁掛けテレビ

す。この機会にぜひ体感してみては。

のご相談を受けました。お客様の座席から見やす
いように上下左右相談しながら位置決め。テレビ
ケーブル及び電源の配線は天井と壁を通してすっ
きり目立たないように工事が完了。とても満足頂

OPEN HOUSE 2021/4/10,11
自然素材の家BELLSハウス⾒学会
茅ヶ崎市平和町12-22-2 TEL:0120-690197
株式会社ベルズ 駐⾞場有

きました。

Photostudio
時にはオーナーが自分の足で地方へ周り、珍しい旬のものも仕入れてくるこだわり
よう。お酒もちょっと茅ヶ崎にあまりないような、しかしお客様が好みそうなもの
を揃えているということ。オリジナル手作りスイーツも充実。季節毎の果物を使っ

海の見えるフォトスタジオ

momocamera＜茅ヶ崎・サザンビーチ目の前＞
前号表紙を飾った写真撮影は「momocamera」のスタジオ。ＨＷアンバサダーの
皆さんの素敵な表情を引き出してくれたのが写真家のmomoさん。

たメニューを考案。テイクアウトも人気で、お惣菜からお弁当、オードブルまで事
前のご注文が便利。
「同じメニューは自分が作ってて飽きちゃうか
ら」と季節の旬のものでメニューを考案し続け
るオーナーシェフのノリさん。
「４月はしらす、たけのこの美味しいのがでて

卒業・入学の春シーズンに一生の思い出を残してみはいかがでしょうか？
撮影プラン:Maternity Photo/Baby Photo

くるかな。それと春野菜がいろいろと。天ぷら

Birthday Photo/Wedding Photo

やおひたしで美味しいですね」

入園・入学・卒業/七五三/成人記念

-よりみち食堂-

-momocamera-

茅ヶ崎市松が丘2-12-20

茅ヶ崎市南湖4-23-2

Tel. 0467-95-8662

駐⾞場２台あり

Instagram︓@yorimichishokudo

Tel.050-5480-2105

茅ヶ崎サザンビーチリゾート＆レジデンス101
駐⾞場１台あり

Instagram︓@momocamera2020

住まいのおたすけ隊実績ランキング

CMの撮影をしました！
冬の晴れた日に「おたすけ隊」新ＣＭの撮影を行いました。場所はmomocamera及び
茅ヶ崎の海辺。天候にも恵まれ富士山をバックに最高の撮影日和となりました。CM
に登場するのはもちろん普段からecottoおたすけ隊として活躍している弊社スタッ
フ。現在おたすけ隊への依頼で増えてきているのが、「在宅勤務」により新たに必
要となった「コンセント」や「有線LAN」の増設工事。お客様の必要に応じて迅速

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

エアコンクリーニング

４位

アンテナ工事

５位

リフォーム・修繕

に対応し、非常に喜んで頂いています。また古くなってしまったインターホンの交
換や、入り切りの多い浴室や玄関のスイッチ不良のお問い合わせも多くなっていま
す。どこに頼んだらよいかわからない工事もまずはお問い合わせください。そして
新CMはJ:COMで春から放送開始となります。おたのしみに！

LINEでご依頼が可能になりました
さまざまなご相談や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

LINE ID

＠ecotto

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頂き、送信して頂ければ
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。

「HORN GARMENT × HAWAII WATER」

TVK ゴールデンタイムにON AIR！

数量限定コラボレーションポロシャツ
YouTube

“楽しさを着るエクスペリエンスアパレル”

Bro’s」が大人気

をコンセプトに、西海岸ニューポートビーチ

のecotto Hawaii water

で生まれたブランド「HORN GARMENT/

サーフィン系
「Kume

湘南アンバサダー粂悠平
プロ。地元湘南の幼馴染
のプロサーファーたち豪

ホーンガーメント」の期間限定ショップが日
本橋高島屋にオープンします。環境に配慮し
たモノづくりに積極的なHORN GARMENT
と、使用済みごみを出さず環境に配慮したサ

華メンバーと波を求めて

イクルで提供しているHAWAII WATERとで

旅する番組がついに放送

コラボレーションアイテムが完成しました。

決定！たくさんの素顔と

コラボレーションポロシャツのお買い上げ

魅力が詰まった放送は見

で、売り上げの一部を「特定非営利活動法人

逃せない！

ウォーターエイドジャパン」の活動へ寄付。
商品をご購入いただくことで、すべての人々

[NALU TRIP]で検索！

に清潔な水と衛生を利用できる世界の実現の
一助に繋がります。
日本橋高島屋S.C. POPUP STORE 2021/3/10 OPEN
HORN GARMENT 日本橋高島屋ポップアップストア
東京都中央区日本橋２丁目４-１（本館５Ｆゴルフ売り場）

Editor’s ROOM

HW オリジナルグッズ製作中！

ecottoからフリーペーパーという紙媒体を発行しようと「ECOPA」を始めて2号目。今
号はいかがでしたでしょうか。第１号創刊についてはタウンニュースでも取り上げて頂
きました。世の中はインターネットが主流となりなんでもすぐ調べることができます。

Tシャツ、KIDS T、ロンパースやオリジナルマイバックも試作中です。

しかし実際に足を運んでの取材や編集を通して、あらためて「人とひとの繋がり」の楽

商品化の際にはHPやSNSで発表しますのでお楽しみに！

しさと大切さを実感できることとなりました。そんな楽しさを少しでも読んでいただい
た方に感じてもらえたら幸いです。そしてこのコロナ禍にもかかわらず取材に協力して
頂いたすべての皆様に感謝致します。次号もecottoらしさ、ecottoならではの内容でお
届けできたらと思います。まだまだ未熟な内容ではございますが、ecotto湘南のお客様
からの情報を中心に数多くの記事を掲載していきたいと考えておりますので、引き続き
よろしくお願いいたします。
STAFF : DAN MATSUI

PHOTOGRAPHER : momocamera

Copyright2021 ecotto Photo by momocamera

