こころとこころをつなぐ暮らしの情報誌

66
湖北のほっとスポット「 竹 生 島 」

絵

松井 善和さん

私が生まれ育った旧びわ町に属する、思い入れのある竹生島。日本弁
財天の一つに数えられる宝厳寺や都久夫須麻神社があり、遠くから見
西岡 孝則

え る 長 い 階 段や 三 重 塔 な ど み ど こ ろ い っ ぱ い の ス ポ ッ ト で す 。
木材士

0749-74-0161

11
〒526-0244滋賀県長浜市内保町7

2021．

検索

かんきょうのいえ

感響 匠の会

内保製材株式会社

vol．

特集 新モデルハウス「響の杜」オープン

社長・専務インタビュー

社長 川瀬之洋 ▶
▶
ひびき

特集
試住モデルハウス
０２

もり

響の杜
Sustainable Labo

専務 川瀬文明

OPEN インタビュー
社長・専務の川瀬兄弟に

０３

こころ豊かなお家時間が愉しめる「響の杜」が
いよいよオープン！いかがですか？
社長

工務店がモデルハウスを建築する際に、著名な建築家に設計を依頼するという

ことはよくあるのですが、「響の杜」は自社設計でつくりました。他にはない「内保
製材らしい家」をつくりたいと、自社の家づくりや地域のことを理解している社員み
んなに任せることに決めました。設計やネーミング付けに全社員が参加して、設計ス
タッフを中心に自分たちが培ってきたものや感性、知恵を出し合い、素材などにもこ
だわった「内保製材らしさ」が詰まったモデルハウスが完成しました。
感響の家というものをちゃんと伝えられる場所ができてとてもうれしいです。

ここで感じてもらいたいことは？
このような家はきっと住む人の感

社長

性を豊かにしてくれると思っています。
特別な日でなくても何気ない日常を喜べ
ること。摘んできたお花をお気に入りの
一輪挿しに飾ったり、子どもと一緒に日
向ぼっこしたり自然の恵みに感謝し、何
でもないような些細なことを喜べる。そ
いうことに気が付いてほしいし、そんな
暮らしの姿を想像してもらえたら嬉しい
です。
専務

家という商品を買うのではなく心

豊かな暮らしを一緒につくっていきたい
と考えています。日常の豊かさに感謝で
きる人が増えると幸せな家族が増え、地域が豊かになると思っています。「今日は記念
日だから外食でもいこうか。」ではなく「今日は記念日だからみんなで美味しい料理で
もつくろうよ！」と。お家時間が特別になるような豊かさがある暮らし・・・そんな暮
らしを感じてもらえたら嬉しいですね。「人とのつながり、自分時間、家族時間、居場
所」など大切な要素を建物の中にちりばめました。その良さは説明がなくても感じても
らえると思います。

専務 １６年前に建てた一つ目のモデルハウスは「広がり間取り」、「国産材100％・自
然素材を使用すること」、「職人の技を活かすこと」など、「人と環境にやさしい家
づくり」を素直に表現し、基本を大切にしたモデルハウスでした。ご来場いただいた
多くの方に共感をいただき、その理念は今も変わらず私たちの家づくりの大切な基盤
となっています。その後も色んな人の出会いや紆余曲折の中で磨きをかけ、「感性」
「地域」「暮らし」の豊かさを求めて広く深くしたのがこの「響の杜」です。
現在の家づくりのスタイルに決めてから約20年。様々なご家族様のこころ豊かな暮ら
しぶりを拝見し、沢山の方々に応援していただくなかで家づくりがどんどん深化して
いきました。お客様との家づくりのなかで学ばせていただいた集大成が「響の杜」です。
薪ストーブに集う、冬もあたたかな土間リビング

０４

ゆっくり読書を愉しめる空間

０5
０5

２

じます。本来、木が持つあたたかさや心地よさが損なわれてしまうのです。自分の巣
を工業製品でつくる動物はいないでしょう。人間も自然の一部。自然界が作り出した
もの、本来人間が心地よいと感じるものを大切にしたいと考えています。感覚、感性
を大切にしてこそ本当の暮らしの豊かさ楽しさを感じられるのだと思います。
一生暮らす家だから、パワーがもらえる家がいい。そう思って素材などをひとつひと
つ選んでいます。また、長持ちする家づくりを大切にしています。築30年、40年の家
を建て替えるなんてもったいない。お城やお宮さんって古いけれど趣きがあるでしょう。
少し手直しして次の世代にも住み継げるような家をこれからもつくっていきたいと思います。

家づくりで大切にしていることは？
社長

家づくりを考えたとき、おしゃれなデザインや流行りだけでなく、本質に目を

向けてもらいたいと思います。数十年経っても、内保製材で建てて良かったなと思っ
てもらえるような家をつくりたい。「なんかいい」という言葉が最高の誉め言葉かな。
素直に心や体が喜ぶ家をつくっていきたいです。
専務

数値のみで快適さは測れないと思っています。数値を追及しすぎて、窓を小さ

くしたり庇を無くしたり。それは本当に快適なのでしょうか。もちろん数値も大切で、
快適な値にしつつ風や季節を感じる、健やかな暮らしを大切にしたい。例えば無垢の

３

これから家づくりをお考えの方へ
社長 インターネットなどで色んな情報が飛び交う世の中で、知識はもちろん大切で
すが情報をうのみにしないで実際に足を運んでみてください。自分の感覚や感性でど
う感じたかは大切なことだと思います。家を建てるという大きな選択をするときに大
切にしたいことや、心豊かな人生につながる暮らしのヒントをこの「響の杜」で見つ
けていただけたら嬉しく思います。

床は傷つきやすいからと塗装すると、ゴミはつきにくいけれど足触りが冷たく固く感
取材後記

家づくりについて熱く語る２人。大事に育ててきた家づくりへの想いが
この響の杜に生かされています。お客様の暮らしを豊かにし、どの年代の
方にも愛されるモデルハウスになれば嬉しいです。ぜひお越しください。
（広報企画：北川）

試住モデルハウス

「響の杜」
1

Sustainable Labo

ご見学予約受付中（随時）※水・祝日を除く

詳細・申込

場所／滋賀県長浜市内保町740-15
時間／ご希望時間にて承ります（10:00～17:00）
申込み／お電話またはＨＰにて（前日までにお申込ください）

0749-74-0161
０６

０７

内保の現場から

お引渡し式

「笑結びの源の現場監督」

▲

皆さん、
こんにちは。
内保製材に入社して４年目となりました工事部の鵜瀬です。
朝晩が肌寒く感じる季節になりました。
気温の変化によって体調管理が難しい季
節だと思いますので、
体調を崩さないようにしていきたいものですね。
内保製材で現場監督をさせていただいていると、
家づくりに携わることの有難
さとお客様に喜んでもらいたいという想いを強く感じます。
特に節目の祭典であ
る着工式、上棟式、お引渡し式の時に感じます。私たち内保製材では、顔合わせ
の「着工式」
（コロナ禍により見合わせ中）、上棟時に「上棟式」、工事が完了し家を
お客様にお渡しするときに「お引渡し式」をさせていただいています。
これらの祭
典はお客様の思い描く家づくり、
暮らしづくりをともに実現し、
守り続けますとい
う宣言の場でもあります。
上棟式の際には、
骨組みが出来上がり家の姿がはっきり

また、お引渡し式の際には工事期間中にお客様はご満足いただけたかなとちょっ

として、
これから工事が本格的に始まるということでピリッとした気持ちととも

とドキドキすることもありますが、
お客様の笑顔を見たり、
温かい言葉をかけてい

にお客様の想いを叶え、
「想像以上」
の家づくりをしたい！という気持ちになります。

ただくと、
お客様が思い描く家づくりができて良かった、
これからもこのご縁を大
切にしたいという気持ちになります。
昨年、
弊社の70 周年の節目で、
新たな決意として全社員がオジナルの肩書を考え

上棟式

ました。
私の肩書きは
「笑結びの源の現場監督」
です。
この肩書はコミットでもあり
ます。
現場監督として安心安全できれいな現場をつくり、
働く仲間が笑顔で取り組
める環境づくりをしていきたいと思います。
お客様にも実際に現場をみていただい
て家づくりの過程を愉しんでもらえたら嬉しいです。
これからもお客様が笑顔にな
れる家づくりに努めたいと思います。

Proﬁle

工務

性格
趣味
座右の銘
夢
家づくりへの想い

０８

鵜瀬雄大
穏やかで几帳面。寂しがりやの一面も。
読書・スポーツ・街歩き
考えながら行動
仕事を充実させること。親孝行すること。
家族のつながり、人のつながりが育める
家づくりをしたい。

０９

大切に住み続けられる木の家
良いものを長く大切に使いたい。
結婚して数年、家を建てるならやっぱり木の家がいい。
住むほどに愛着が増す木の家の暮らしは
私たち夫婦と一緒に歳を重ねていけそうだなと思いました。

大きな窓から縁側、庭へとつながる暮らし。
奥に長い土地を生かした庭には
緑の芝生に趣味の小屋、小さな菜園。

真心こめて、安全に工事進行中！完成をお楽しみに。

ずっと大切に住み続けられるわが家で
ゆったり暮らしを楽しみながら

インスタLIVE

家とともにいい歳を重ねていきたい。

在宅でも見学会を
体感できます！
配信日程はインスタ
にてお知らせします。
内保製材のアカウントを事前に
フォローしてくださいね！

新築完成見学会 【完全予約制】
11/

《お申込・詳細》

・軒の深い L 型デッキテラスを介して内と外がつながる暮らし

20 ● 21 ●
土

・

【見どころ】

・ひとつながりの空間で家族の気配を感じる間取り

日

・2 階の広々とした共用スペースは家族構成の変化に対応できる
・落ち着いて仕事ができる２階の書斎

【会場】彦根市西今町
＊受付後に詳細地図を送らせていただきます。

【時間】先着順でご希望時間を承ります（各３組様）
①10:00 ～ ②11:00 ～ ③13:00 ～
④14:00 ～ ⑤15:00 ～ ⑥16:00 ～
ＨＰ▶

1０

【申込み】お電話またはＨＰにて（前日までにお申込ください）

内保製材株式会社
コロナ対策

0749-74-0161

会場内で消毒などの感染症予防対策を行い、開催させていただきます。
11

庭のある暮らしを存分に楽しむ木の家
自然の光と風を感じて暮らしたい。
仕事と子育てに忙しい毎日を
家族が心も体も健康でいたい。

無垢の木の香りに癒される暮らし。
デッキでくつろいだり、庭を眺めたり。
そんな暮らしを願う私たちは、感響の家を選びました。

大きなデッキテラスは第二のリビング。
お天気のよい日は芝生の庭でお家ピクニック。
リビングも庭も、すべてが家族団らんの場所に。

インスタLIVE
のびのびと健やかに成長できるわが家で

在宅でも見学会を
体感できます！
配信日程はインスタ
にてお知らせします。

家族の時間を大切に過ごしていきたい。

内保製材のアカウントを事前に
フォローしてくださいね！

新築完成見学会 【完全予約制】
12/

《お申込・詳細》

・リビングからもダイニングからも出入りできる深い軒の広々デッキテラス
・家族の時間をゆっくりと楽しめるプライベートな庭

11 ● 12 ●
土

・

【見どころ】

・子どもがリビング学習できるダイニング横の机コーナー

日

・通りからの目隠しも兼ねた広い半室内物干しデッキ

【会場】長浜市高月町柏原
＊受付後に詳細地図を送らせていただきます。

・物干しデッキとつながるクローゼットで干すしまうが楽に
【時間】先着順でご希望時間を承ります（各３組様）
①10:00 ～ ②11:00 ～ ③13:00 ～
④14:00 ～ ⑤15:00 ～ ⑥16:00 ～

・吹き抜けを介して家族がつながる安心の暮らし
【申込み】お電話またはＨＰにて（前日までにお申込ください）

内保製材株式会社

ＨＰ▶
12

コロナ対策

0749-74-0161

会場内で消毒などの感染症予防対策を行い、開催させていただきます。

13

地域の方々のイベント

〜木の家を建てることがもっと楽しくなる！〜

あれやこれやの

わ く わ く 森 林 ツアー

６人展

一生に一度の家づくり。使う木材のことや、
長い年月をかけて育つ木や森のことを、見
て、触れて、学べるツアーです。長浜市北
部の山林、自社製材工場をワゴンでめぐり
ます。
「木の家を建てる」ことがどんなこと
なのか、内保製材が国産材と自社製材に
こだわる理由をぜひ知ってください。家づ
くりがもっともっと楽しくなりますよ。

11/

６ （土） 10:00～16:00

2021年10月30日［土］

※荒天中止

会場 暮らしギャラリーふくらの杜

【集合場所】暮らしギャラリーふくらの杜 (長浜市内保町7)

11月７日［日］
長浜市内保町7 ※入場料無料

時 間／１０：００～１７：００ （最終日は１５：００まで）
詳細・申込

※9:55までに集合ください

休館日／11月3日（水） 在廊日／お問い合わせください。

【参加費】無料（昼食付き）
【締 切】11月1日(月)
【服 装】長ズボン＆運動靴 ※山の中の作業道を歩きます
【持ち物】長靴、水筒、タオル、軍手、必要な方は虫よけスプレー

芸術の秋、それぞれ異なるアートを楽し

0749-74-0161

む6人が集まり作品を発表します。6人
の中には、夫婦あり、親子あり。悠々自

相談会

適のもの、ダウン症のもの、病に向き合

住まいの「個別無料相談会」
日 ・ 12/
土
11/ ７ ●
４●

※ご自宅よりオンラインも可 能で す
詳細・申込

【参加費】無料・予約制

資金計画、土地のこと、耐震のこと。
【会 場】暮らしギャラリーふくらの杜
（長浜市内保町7）
また、家づくりに直接関係していなくてもOK！
個別にお受けします。お気軽にご相談ください。 【締 切】前日までに（先着２組様）

0749-74-0161
１4

うものも。個性豊かな面々の、あれやこ
れやの作品をぜひご覧ください。

メンバー紹介

書
俳句
立体造形

河下
岡

太勇
俊明

（ステンドグラス&ウッド）

柴田

郁造

絵と粘土

堀井

志朗

コロナ感染拡大予防に注意して開催いた

写真

岡

康範

します。皆さまご配慮の上お越しください。

写真

岡

美矢子

問合せ先

堀井

areyakoreya6@yahoo.co.jp
１５

暮らしのイベント
小人のような木の妖精

トントゥづくり

内保製材公式チャンネル

始めました。

サンタさんのお手伝いをする妖精「トントゥ」
。
北欧ではとてもポピュラーな妖精です。斜めに
切った丸太に絵具で描いてつくります♪

11/

１４ （日） 13：30〜15：30

【 参 加 費 】1 個 3 0 0 円
【定 員】 8組様（親子で1つでも可）
【申 込】 HPまたはお電話にて
【対 象】 お子様〜大人の方
【 持ち物 】汚 れても良 い 服 装で

【場所】暮らしギャラリーふくらの杜
（長浜市内保町７）

があります。住まいづくりにきっと役立つ情報が満載
ですよ！ぜひご覧ください！

ぱん ぱ か ぱ 〜

暮らしのイベント
藁を編んでつくろう

センム川瀬、You Tube デビューしました！
感響の家のこだわりひとつひとつには「大切な理由」

知っててよかった！
木の家づくりのあれこれ
をお届けしています。

ん♪

祝１万回再生
お気に入りの
「木」のネクタイ♡

しめ縄づくり

「しめ縄づくり」
をご家庭で行うことはほとん
ど無くなりましたが、
この機会にわらを編んで
本格的なしめ縄づくりで新年を迎えませんか？

12/

５ （日）

午前の部／ 9：30〜11：30
午後の部／13：30〜15：30

【場所】暮らしギャラリーふくらの杜
（長浜市内保町７）

【 参 加 費 】1 個 1 , 2 0 0 円
【定 員】 8組様（親子で1つでも可）
【申 込】 HPまたはお電話にて
【 持ち物 】動きや す い 服 装で

暮らしのイベント

第５回

どうして国産材にこだわるの？

第4回大賞作品

木の家の暮らし写真展

『感響の家ファミリー』の皆さんから寄せられ

第4回大賞作品

た、暮らしのひとこまを集めた写真展。皆さん
の投票により大賞を決定します！WEB投票も
できます。

12/

２

（木） ～翌 １/

11 （火）

10:00〜17:00 ※休館日：水祝・年末年始
【展示場所】暮らしギャラリーふくらの杜
（長浜市内保町７）

コロナ対策

16

『あったかいお家』
米原市・りんごのほっぺ さん

『お家で木登り』
長浜市・ひろべのぼん
ちゃんず さん

チャンネル登録
よろしくお願いします

【 投 票 】ふくらの 杜また は W E B にて
【 結 果 発 表 】2 0 2 2 年 1 / 1 7 、H P にて予 定
※ 詳しくは H P の 特 設 ペ ージをご 覧ください

会場内での消毒や換気などの感染症予防
対策を行い、開催させていただきます。
新型コロナウイルスの状況により、予定
を変更させていただく場合がございます。

【申込み・お問合せ】

内保製材株式会社
0749-74-0161
ＨＰからの申込はこちら▶
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04
感響の家の

７

つのこだわり

思いやりを育む 「繋がり間取り」

空間がひとつながりの間取
りは家中どこにいても、家
族がお互いの気配を感じら
れます。会話が自然と弾み、
思いやりの気持ちが育まれ
ます。部屋間の温度差も少
なくなり、家族がのびやか
につながる間取りです。

02 安心・安全な自然素材
内保製材が家づくりで大切にして
いる「感響の家の7つのこだわり」
について前号よりひとつずつご紹
介しています。今回ご紹介するのは
「02安心・安全な自然素材」です。

01

湖北の暮らし

積雪の多い湖北でも安心の
骨太な木材と木構造。夏の
強い日差しを遮り、雨や雪
から建物を守る深い軒。こ
の地域の気候風土や暮らし
に適したパッシブデザイン
です。

05

アドバイザー

岩本

悠汰

手づくりの技

職人の手仕事で丁寧につく
る住まいはぬくもりがあり、
住むほどに愛着が深まりま
す。木を適材適所に使用し、
木の良さを最大限に引き出
す熟練の大工職人や匠たち
の技が随所に活きています。

内保製材ではそこに住まわれる方が安心安全に暮らしていただくため大切にしてい
ることの一つとして自然素材を使った家づくりをしております。例えば、内装に使
う無垢の床や天井、漆喰塗りの壁などがそうです。木の持つ良さは沢山ありますが
特に無垢の床は手触りの良さが全然違います。日々ふくらの杜で仕事をしていると、
アパート暮らしの私は特にその違いを感じます。ほどよい柔らかさで自然と床に触
れていたくなるような、一言で表すと「馴染んでくれる」そんな木の包容力が私の
思う一番の魅力です。では、どうしてこんなにも肌に馴染んでくれるのか…？
それには木の持つ構造に理由があります。顕微鏡で見てみると木の組織は蜂の巣の

02

安心・安全な自然素材

スギやヒノキの無垢材の床
や漆喰の壁、和紙など赤
ちゃんにも安心な素材を使
用し、塗料も自然塗料です。
無垢の木の柔らかな手触り
や香り、手塗りの漆喰の表
情は心を穏やかにし五感を
育んでくれます。

06

製材所をもつ工務店

どこで伐採された木なのか
生産履歴(トレーサビリティ)
を把握し、安心で良質な木
材をお届けしています。
また、丸太から製材するこ
とで木を余すことなく使用
しています。

びわ湖材などの国産材 100％の住まい

気候風土に適した地域の木
材をはじめとする国産材を
使用。住まいが丈夫で長持
ちするだけでなく、日本の
森林を守ることにつながり
ます。さらに国産材は輸送
コストも少なく、大きく環
境に貢献します。

1８

ことで湿度を調整してくれます。それは手で触れる時も同じで、手の表面の水分を
木が吸放湿してくれることで、夏はさらり、冬はやさしい肌触りの良さに繋がりま
す。そのような無垢の木の魅力を実感した私は自宅で少しでも木に触れる機会を増
やそうと、無垢の木を使って本棚やキッチン収納など妻と一緒に作りました。今は
テレワークをする妻のデスクを検討中です。最近はおうち時間が見直されつつあり
ますが、そんな住む人が心地よく、家族が帰ってきたくなる、帰るのが楽しみな住

・合法木材取扱認定業者 滋賀県木協第062号
・びわ湖材取扱認定事業者 湖北製第17-23号

03

ようなハニカム構造になっています。これが空気中の水分を吸い込んだり放出する

07

む人に馴染んでくれるお家が少しでも増えればいいなと思います。

耐震性

木の家の耐震性は、まずは
バランスのとれた骨太の構
造をつくることが大切です。
耐震基準をクリアすること
は当然として、木が本来持
つ強さやねばりを上手に活
かして、地震に強い木の家
をつくります。
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社長のコラム

Photo：Ｋ．Ｔａｋａｙａｍａ

長浜農業高等学校のイチョウ並木
（長浜市名越町）

『過去の自分に触れて 』
今年もはや、湖北地域も山々や空の色、朝晩
の風の冷やかさに次なる季節の足音を感じる頃
となり、齢を重ねるにつれ益々、光陰矢の如し
という言葉の重みを感じるようになってきました。
そしてこれから新年までのおよそ２ヵ月は公私
共々に時間に追われてしまいがちになり、どう
過ごすかが毎年の課題でもあります。

」の創刊号を見つけま
kokoti

さて、先日、過去の紙資料を整理していたと
ころ弊社情報誌「
した。それは２００９年７月に発刊されており、
Ａ４サイズの裏表で手作り感が懐かしくちょっ
と嬉しくなりました。当時の紙面の内容に目を
通すと今の自分にエールを送られているような
言葉や文章が掲載されておりました。創刊号で
もありますので、企業理念、ポリシーをお伝え
する記事があり、現在と変わることの無い「四
方良し」の理念を紹介していました。創刊から
十二年間、自分たちの考えを信じ、理想の姿を

追い求めてきた結果が今の私達をつくってくれ
ているのだと思うと改めて「信念」「継続」と
いう言葉の重さを考えさせられることとなりま
した。また、地域の方々の暮らしに寄り添うと
いう意味や弊社の存在意義も年を重ねるごとに
深考できているだろうかと反省も踏まえて再考
するきっかけとなりました。
自分の考えや行動の棚卸をすることで、未来
に繋がるヒントや自信をもらえます。これから
の時代にも変わることのない普遍的な価値を磨
き高めて理想とする家づくり暮らしづくりを共
創していければ幸いです。
また、この度、誕生した「響の杜」が新たなき

21
20

っかけとなり地域の皆さまに愛されこころ豊か

代表 川瀬 之洋

な暮らしに繋がる羅針盤の役割を担えることを
願っています。
内保製材株式会社

家づくり進行中

ｋｏｋｏｔｉのあるお店

「ｋｏｋｏｔｉ」は下記店舗に置いていただいています。ぜひ行ってみてください。

豆腐

安全に真心こめて進行中！

【新築・リフォーム・その他工事】

あやべとうふ店

チットチャットサーカス

はなこころ整体院

長浜市北ノ郷町316
0749-74-2445

長浜市西上坂町347-1
0749-63-6662

米原市長岡1691
0749-56-0093

長浜市大戌亥町1284
0749-62-6178
うどん

詳しくはＨＰ▶
「ただいま建築中」
をご覧ください！

メンズ・レディース
長浜市八幡中山町295
0749-63-3429

米原市上野1030
070-8479-6137

美容院

・彦根市西今町 Ｋ様

・長浜市相撲町 Ｔ様

・長浜市 D様

・彦根市西今町 Ｈ様

・長浜市高月町 Ｎ様

・長浜市湖北町速水 K様

・彦根市京町 I様

・長浜市高月町 Ｍ様

・米原市野一色 S様

・甲賀市 I様

・長浜市高月町 Ｔ様

・米原市長沢 Ｎ様

・愛知郡愛荘町 Ｙ様

・米原市野一色 N様

・湖南市朝国 S様

・長浜市南浜町 Ｎ様

・米原市顔戸 Ｉ様

・蒲生郡竜王町 Ｆ様

・長浜市南田附町 Ｔ様

・米原市柏原 O様

・守山市立田町 A様

・長浜市山階町 Ｈ様

・米原市本郷 Ｈ様

・大津市 Ｋ様

・長浜市宮司町 Ｔ様

・米原市宇賀野 S様

・岐阜県本巣郡北方町 Ｎ様

長浜市内保町2598
0749-74-1589

長浜市湖北町速水1623
0749-78-2028

彦根市尾末町1-59
0749-22-0839

料理

革製品

■OPEN 10:00～17:00
（定休日 水・祝・ 年末年始）
ご見学・ご利用
22

詳しくはこちら

▶

コワーキング・フリースクール・パン

ざいもん 湖吟

手作りブラン・クチュール村

ｔｅｍｉｎｃａ

長浜市朝日町6-26
0749-53-2838

長浜市大宮町7-1 第1森野ビル１F
0749-68-2225

彦根市芹橋2-4-6
0749-20-6399

ラーメン

ショールーム 大阪ガスショールーム

雑貨

長浜市大戌亥町1031-3
0749-65-6450

ＤＩＬＩＰＡ彦根

ＡＬＦＲ アルヴ

彦根市大東町12-11
0749-22-3409

長浜市三田町1447-2

家具・インテリア

自動車販売・整備

日本酒

冨田酒造有限会社

有限会社清水モータース

S E I K O Ve e - V as

長浜市木之本町木之本1107
0749-82-2013

長浜市大路町260
0749-74-0131

彦根市稲枝町386-6
0749-43-2552
植物・インテリア

ゴルフ場

ボンボンショコラ

あざい365ゴルフクラブ

花好mokume

長浜市元浜町18-22
0749-65-5560

長浜市内保町80
0749-74-3230

彦根市後三条町136
0749-24-8972

長浜の情報発信

s 長浜店
ＢＡＢＹＦＡＣＥＰＬＡＮＥＴ’

NPO法人まちづくり役場

長浜市八幡中山町460
0749-63-3510

長浜市元浜町6-12
0749-65-3339

パン

照明・インテリア・カフェ

Atelier Key-men 船着場
近江八幡市新町1丁目16番地
0748-33-0440
家具・インテリア

デイケアサービス

Boulangerie NATURE

真ごころデイサービス

Ｐｕｒｅ Ｓｔｙｌｅ

長浜市内保町995-3
0749-56-0867

長浜市湖北町今西743
0749-79-0016

近江八幡市 西生来町1229-3
0748-37-7475

パン

子育て支援

パン工房 ポム・ド・テール

助産院「ままの手」なごみ

長浜市地福寺町11-12
0749-65-6388

長浜市新庄中町170
090-1678-0859

募集中
編集後記

『ｋｏｋｏｔｉ』の設置にご協力
いただけるお店・施設

甲賀市

滋賀県長浜市内保町７
（浅井文化スポーツ公園隣）

カフェ

朴（moku）

近江八幡市

■場所

彦根市平田町1115-1
0749-24-7071

美容院

カフェ

昔ながらの湖北の家の良いところを現代
の住まいに活かしたモデルハウス。四季
を感じる暮らしを体感できます。地域の
方々のコミュニティスペースとしてもご
利用いただいています。

長浜市山階町589-3
0749-64-2345

かけい美容室

チョコレート・ケーキ

モデルハウス 暮らしギャラリーふくらの杜

コメダ珈琲店 彦根平田店

魚武

梅花亭

・長浜市鍛冶屋町 F様

カフェ

サロンド ルル

彦根市

・長浜市祇園町 Ｍ様

ネイルサロン

長浜市公園町3-19
0749-53-4639

料理

・長浜市本庄町 Ｔ様

・・

nailsalon fabee.

長浜市三ツ矢元町11-22
0749-65-3978

・彦根市堀町 Ｍ様

・・

米原市上野694
090-1096-0823

メンズプラザナカガワ

鴨ロース・鮎

・長浜市八木浜町 Ｎ様

長浜市八幡東町629-5
0749-63-4187

カフェ＆ケーキ

Ｓｏｐｏ菓子工房

うどん馳走山石土平

一湖房

・長浜市相撲町 Ｙ様

生花

花屋

米原市

和菓子

かのくら ちゃらく

長浜市

長浜市

複数の検査の実施など、厳しい施工管理体制
のもと、大切なお住まいづくりを安全に進め
ています。建築中のお住まい（施工現場）を
ご見学ご希望の方は、事前にご連絡ください。

※順不同

整体院

パン

理容院・美容院

Lotus hair&face
甲賀市水口町八坂5-19
0748-78-0155

ご協力頂けるお店や施設の名称をkokoti『お店のご紹介（一覧）』に掲載、
HPにもご紹介（リンクにて）させていただきます。ご協力をお待ち致しております。
【お問合せ】 内保製材株式会社 担当／広報 北川 TEL0749-74-0161

新モデルハウス「響の杜」は木々に囲まれ、いつも身近に自然を感じられます。大きなデッキテラスや土間リビング、ライブラリースペースなど、
居場所がたくさんあり、つい長居したくなる心地よさがあります。こころ豊かな暮らしの参考になれば幸いです。ぜひ体感してみてくださいね
（広報企画 北川）
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