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I様邸 ( 山中湖 ) 2012年竣工
施工 ： 株式会社 ビ・ボーン / プラン名 ： クンニャ

2013年あっという間に1か月が過ぎました。
3日は節分。節分になると気になるのが方角＝恵方（えほう）。
恵方とは十干（じっかん）。その年の幸運を招き入れる方角。
毎年干支や十干が変わるように、恵方も年により変わり、
その年の恵方を確認する人も増えてます。
今年の節分での恵方は南南東だそうです。
幸運は南南東より。

感謝 宮下 竣吉

スタッフ活動レポート特別編
カナダ ～ ウエスタンレッドシダーログハウス視察旅行記 ～

「バンクーバー国際空港」

皆様、こんにちは。営業の河西です。
１月１０日から１月１５日までカナダのウィスラーとバンクーバーに本場のウエ
スタンレッドシダーで作ったログハウスの視察に行ってまいりました。
日本より、飛行機でおよそ９時間、カナダ・バンクーバーへ。
カナダに近づくにつれ空も明るくなり、地上には一面雪山が広がりました。
そしてバンク―バー国際空港に到着。
いよいよ初めてのカナダの旅がスタートです。

まずはバンクーバーからライオンズゲートブリッジを
通ってウィスラーへ。このライオンズゲートブリッジはも
ともと「ギネスビール」のギネス家が作り個人所有して
いたものらしいです。
そして１時間半くらいかけてウィスラーに到着。
ウィスラーはバンクーバーオリンピック開催地として世
界のスキーヤーの聖地となっています。

「ライオンズゲート
ブリッジをバックに」

「バンクーバーの街並み」
「ウィスラービレッジ」

次に隣町のペンバートンにあります、ログの加工場
へ向かいました。加工場は雪が積もっていてログが
隠れてしまっていましたが、車を降りた途端、レッドシ
ダーの香りがあたり一面に漂っており、また一本、一
本太く年輪が密な上質なログで本場のウエスタンレ
ッドシダーの質の良さを実感しました。

「ペンバートン ログ加工場」

翌日から、いよいよログハウスの視察です。さすが本場カナダのウエスタンレッドシダ－ログハウス。 どの建物
を見ても迫力満点。従来のハンドカットログハウスの概念を１８０度、覆されました。

次にカナダのホームセンター「ＲＯＮＡ」に向かいました。日本のホームセンターとは違いジャグジー、シャ
ワーブースなどもあり、扉などの建具・照明・水栓・ドアノブなどの品揃えの良さが印象的です。

今回の旅で、本場のカナディアンログや海外の建具や設備機器を視察し、本当に
貴重な経験をさせていただいました。
また皆様におすすめできるものもたくさんありました。今回見てきたウェスタンレッド
シダーログハウス及び海外の建具類は、弊社で今後取り扱う予定です。
皆様に常に最新の情報をご提供できますよう、今後も積極的に商品開発を続けて
まいります。
河西 俊輔

現場日誌

ー 想いを一つに！！ 皆様の夢を形に！！ ー

こんにちは。現場管理の大石です。
冬本番になり、凛とした空気の中、富士山に見つめられ工事を行っています。この時期
は特に、日々の天候の変化を敏感に感じ、寒さに負けず安全を心がけながら、スタッフ
一同工事をさせて頂いております。お客様に喜び、感動して頂ける場として、大切に心
を込めて竣工に向けて頑張っていきます。
現場見学をご希望の方は、遠慮なく弊社までご連絡下さい。ご案内させて頂きます！
《 Ｔ様邸 》 クンニャ
《 Ｖ様邸 》 アイナ
《 Ｗ様邸 》 エーリス
《 Ｕ様邸 》 ムカワ
50.48坪 沼津市
36.19坪 山中湖村
26.91坪 西桂町
27.65坪 東松山市

みんなで雪かきを行い、
年明け早々、建て方に入り無事
建て方完了まで、もう少しです。
上棟まで立ち上がりました。

《 Ｘ様邸 》 トピ
14.6坪 伊豆の国市

《 Ｙ様邸 》 フリープラン
39.85坪 富士宮市

伐採後、現地調査へ。
温かいと思ったのに…雪景色！

イベント情報

基礎着工になります。

只今、申請手続き中です。
申請がおり次第工事にかかります。

地鎮祭も無事終了し、
いよいよ基礎工事にかかります。

《 Ａ様邸 》 クンニャ
50.9坪 忍野村

只今、申請手続き中です。
申請がおり次第工事にかかります。

ー フリーマーケット開催告知 ＆ イベント年間スケジュール ー
来る2月24日(日曜日)に弊社デザインセンタ BB年間イベント
ーにてフリーマーケットを開催します。
スケジュール ( 予定 ! )
なんと今回は、出店して頂ける方を募集して ※今年も楽しいイベントを
企画してい来ます。
おります。ご希望の方は是非ご連絡ください。
皆さんお楽しみに！
販売品は問いません。皆で楽しく共有できた
BBQ
らうれしいなぁと思っております。
春 ガーデニング教室
また、出店に限らずお買物にお越し頂ける
山中湖ロードレース
方も大歓迎です！とっておきの逸品の中から
貴方だけの一品が見つかるかもしれません。
富士登山
ちなみに当社社長も出店する予定です。
夏 ガレッジセール
皆様からのご連絡、お待ちしております。
野外料理教室
インテリアイベント

秋

出店者募集中!!
出展をご希望の方は、2月16日(土)
2月16日(土)までに
宮下までご連絡を宜しくお願い致します。

冬

山中湖マラソン
ホンカファンコンペ
工作教室
薪ストーブイベント
ワイン会
ピアノコンサート
クリスマスイベント
餅つき大会

スタッフ紹介

インフォメーション

～ 私、三井から見た○○さん!

第9弾！！～

設計部
三浦 一平

～ この冬を楽しむアイテム！
まだまだ予約受付中です!!～
厳しい冬も本番です。
秋から薪の特別販売をしており
ますが、まだ在庫がございます。
但し、在庫が無くなり次第販売
終了となります。
ご連絡はお早めに!!!
雪を見ながら、炎をお楽しみ
頂くお手伝いを致します。

＊生年月日 S29.10.25
＊血液型

AB型

＊私から見た三浦さんはこんな人。
山梨県忍野村生まれ、忍野村育ちの三浦さんは、創立当初か
ら働いている《勤続年数23年》のベテランスタッフです。ビボーン
との出会いは、スポーツクラブで知り合った方の紹介だったとか。
今まで設計した中で、特に思い出に残っている物件をお伺いす
ると「全ての物件が思い出深い物となっておりますが、中でも “
朝霧スクエアー ” “ 久保田一竹山荘 ” “ 北九州 山田緑地 森
の家 ”の3件かな。」と三浦さん。どれも大型の物件であり、お打
合せから設計、施工までをすべて担当したそうです。時にはかけ
やからチェーンソーに持ち替え、加工をしていたそうですよ！！

1立方メートル(約60束分)
特別価格 ￥24,000 ( 消費税含む・配送費別途 )

＊仕事をする上でいつも心掛けていることは？
「それぞれのお客様のご要望に合わせた最高の空間をご提案
できるよう、日々感性を磨かなければ」と三浦さん。お客様が、
“終の棲家”として長寿を全うできる空間をどうご提案するのかを
追及し、形にしていく事。それが三浦さんの心得だそうです。

ご希望の方は、下記連絡先の「宮下」までご連絡くださいませ。

～ お布団のご相談もお受けしております！～

＊昔から、体を動かず事が大好きだったとか。

皆様、ビ・ボーンで軽く暖かいお布
団をいかがですか？
上質な羽毛・羊毛布団を特別価格
にて販売致します。
厳しい冬に 暖かいお布団で快適
な睡眠ライフはいかがでしょう？３０
年以上の実績を持つ羽毛布団のメ
ーカーより直接仕入れ販売いたして
おります 。

「趣味は、バトミントンと山登りと農作業!」と目を輝かせながら語
ってくれました。体を動かすことが大好きな三浦さんは、バトミント
ン歴40年。今でも月に2回ほど参加しているそうです。また、山中
湖村や忍野村にて毎年開催されている“ロードレース”にも参加し
ています！毎年、自己記録の更新を目指して、家から石割山へ
登り、石割神社にて参拝をするというルートで日々トレーニングを
しているそうです。また、ご実家の農作業のお手伝いをしており、
後々は、趣味から仕事へしていけたらと考えているそうです。多
趣味の三浦さんですが、今度はどんなお話が聞けるのかとても楽
しみです。

三浦さん。
これからも、宜しくお願いします!!
「石割の湯」

「石割山」

オリジナルサイズの御注文にもお応えできます。又、新規購入
のみならず、お手持ちの羽毛布団のクリーニングやリフォームも
しています。
ご興味・ご相談のある方
は「宮下」までご連絡下さ
いませ。
カタログ等ご用意して
お待ちしております。
《ご連絡先》
TEL 0555-28-7561
E-Mail emiko@be-b.jp

薪やお布団についてのご連絡は
宮下えみ子まで。

会社概要

株式会社ビ・ボーン / ホンカ富士北麓
代表取締役 宮下竣吉

(ホンカディーラー名)

ご質問や資料をご希望の方は、

WWW.be-born.jp または 0555-28-7561

