
・堀直也（ほりなおや）、36歳 

・神奈川県横須賀市生まれ 

・東海大学海洋学部海洋土木工学科卒業 

・サーファー歴18年目 

・趣味は、サーフィン、キャンプ 

・1＆3歳の息子、奥さん 

・南伊豆町の弓ヶ浜 

簡単に、自己紹介します。 

サーファーのイメージ 

・いいかげん 

・自由人 

・ラブ&ピース 

・動物的 

・創造的 

・直感的 

・グローバル 

・クレイジー 

つまり、サーファーとは・・・ 

そんないいかげんなサーファーが 

取り組む1つの事例 

ビーチマネー 

52の加盟店オーナー、スタッフはサーファー 



ビーチマネーの基本的なルール No エリア ショップ・会社名 ジャンル ビーチマネーの使用・交換条件 

1 横須賀市 Kadoya アウトドアショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

2 鎌倉市 FACTORY カフェ＆バー 

角のとれてるもので3センチ以上。
色関係なし。全商品から100円引
き。 

3 鎌倉市 Lanai-kamakura 
ハワイ雑貨＆レイクラフ
ト 

角が取れたモノで3cm以上。色は、
ブルーorグリーン。店内の商品か
ら、50円値引き致します。（ハワイ
アンシュシュ用ヤーン、リボンレイ
用リボンを除く)。また、4個で、ハ
ワイアンシュシュ1個と交換いたし
ます。何回でも使えます。 

4 鎌倉市 Middles 雑貨屋 

原則はビーチマネーマップに準ず
ること。あとは「どこでどうひろって、
どうだったか」って話しによって、
金額は変動の可能性があります。 

5 鎌倉市 PARADISE ALLEY BREAD & CO ベーカリー 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

6 鎌倉市 Turtoise store カジュアルアパレル 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

7 鎌倉市 アトリエ キカ ギャラリー＆カフェ 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。ハーブティーを1杯サー
ビス。 

8 鎌倉市 パタゴニア鎌倉ストア アウトドアショップ 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。パタゴニア鎌倉ストアス
テッカーと交換。 

9 鎌倉市 麻心 カフェ＆バー 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

10 鎌倉市 ますだ治療院 鍼灸院 

ガラス製で直径3ｃｍ以上、角や
表面がほぼ100％削れていること。
ビーチで拾ったもの。色に関係な
く1個50円、1家族ひと月300円ま
で。 

11 鎌倉市 shishira ヨーガ教室 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。店内の商品、施術代か
ら100円引き、1回5個まで1ヶ月2
回まで使用ができます。 

12 藤沢市 Feelings ビーチショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

13 藤沢市 I-MODE-D サーフショップ 
使用条件は、ビーチマネーマップ
と同様です。 

14 藤沢市 MINAMI CURRY&SOUP カレー＆スープ屋 

角が取れたもので、2ｃｍ以上、色
は関係なし。次回より使える¥50
引き券と交換（1人1回につき1個）。 

15 藤沢市 miginami BAKERY ベーカリー 

直径約2.5ｃｍの円からはみでるく
らいで、角が完全に取れたものが、
色は関係なく、1つ30円になります。
500円以上のお買い物で1つ使え
ます。1人が1ヶ月に使えるのは、
3回までです。 

16 藤沢市 Ranunculus フラワーショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

17 藤沢市 SaKURa お好み焼き＆居酒屋 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し。もんじゃ焼き・お好み焼
きトッピング1品無料！1グループ
1日1回のみ！ 

18 藤沢市 Shop my crew サーフショップ 

角が取れたモノで3㎝以上を2
個！色は関係無し。ワックス1個と
交換！1人ひと月に1回まで。 

19 藤沢市 新江ノ島水族館（なぎさの体験学習館） 水族館 

角が取れたモノで3cm 以上、色は
関係無し。交換条件は、えのすい
オリジナルポストカードや貝殻と
交換。数量制限無し。交換場所は、
新江ノ島水族館に併設してある
「なぎさの体験学習館1階 発見
創造ラボ」で、交換時間は、なぎさ
の体験学習館でワークショップ開
催時間に限ります。 

20 藤沢市 ななはち 居酒屋 

お店に入って最初に「ビーチマ
ネー使います！」と言ってください。
そうすれば話がはずむじゃん！と
店主より。角が取れたもので3cm
以上、色は関係なし。ちょい飲み
グラスで生ビール、ジュース1杯
サービス！お一人様1日1回。 

21 藤沢市 林美容室 美容室 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。まゆ毛カットいたします。
「苗木里親募集中です！お声掛
けください！」 

22 藤沢市 へっころ谷 飲食店 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し。ミニ豆乳アイスプレゼ
ント。 

23 藤沢市 マーボーロイヤル サーフショップ 

どこかしらの直径が3cm以上ある
こと。ビーチグラスの角や表面が
"100%削れている"こと。200円の
価値／2色混合、赤色、紺色、黄
色。50円の価値／水色、緑色。20
円の価値／白色、茶色。それぞ
れの金額割引します。1人ひと月
に300円までです。 

24 藤沢市 ベビマ教室 PEACE FLOWER ベビーマッサージ 

角が取れたもので、3cm以上、色
は関係なし。レッスン代から50円
引き、1人ひと月1回まで。 

25 藤沢市 つじロコ 接骨院 鍼灸マッサージ院 医療・健康系 

角が取れているのが条件で、3cm
の円が埋まるくらい(個数はいくら
でもOK）。ウォーターマッサージ
ベッド10分利用（通常200円）。 

26 藤沢市 TIKIZ レストラン＆バー 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し。店内の商品、飲食から
100円引き、お一人様一日一回ま
で利用可能。 

27 茅ヶ崎市 CRIB サーフショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。ただし、1人ひと月に1回まで。 

28 茅ヶ崎市 Doron's サーフショップ 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。ショップステッカーと交
換。 

29 茅ヶ崎市 Hosoi Surf&Sports サーフショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

30 茅ヶ崎市 Plenty's アイスクリーム アイスクリーム専門店 
角の取れたグラスで色は自由で1
人1個でパリチョコと交換。 

31 茅ヶ崎市 RIKI RIKI DELI カフェ＆レストラン 

角が取れたモノ、3cm以上、色は
関係無し。前菜をサービスいたし
ます。1人ひと月に1回まで。 

32 茅ヶ崎市 サザンビーチサーフハウス サーフショップ 

直径が3ｃｍ以上あること。握った
時に痛みを感じないレベルである
こと。カラーは何色でも良い。1人1
月に200円まで。各種レンタル品
の割引を受けることができます。
サーフボードレンタル、自転車の
レンタル等。ビーチグラスをお1人
１0個お持ちいただくと、通常料金
より200円割り引き致します。ビー
チグラス拾いとご一緒にビーチク
リーンもお忘れなく！店頭にゴミ
袋の用意があります！ 

33 茅ヶ崎市 サンタートル ボディボード専門店 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

34 茅ヶ崎市 湘南SPROUT チーズケーキ専門店 

3ｃｍ以上のビーチマネー1個で、
チーズケーキ1個50円引き！1回
の使用はビーチマネー１個までで
すが、1日何回でも利用できます。 

35 茅ヶ崎市 ペットライフサービス Confort Shonan ペットシッター・ホテル 

角がとれたもので、大きさは3cm
以上、色は問いません。これを2
つ持ってきてください。ハワイアン
グッズ（何かはお楽しみ）をプレゼ
ントします。 

36 茅ヶ崎市 ホテルマリンブルー茅ヶ崎 宿泊施設 

大きさ等は定めておりません。1
個50円割引（1組1回10個まで、最
高で500円の割引）です。 

37 茅ヶ崎市 本場広島お好み焼き杏庵 お好み焼き屋 

直径3cm以上は100円引き、以下
は店員さんと楽しく交渉です（色
はいろいろ）。 
お1人様につき月に1回まで。 



38 茅ヶ崎市 モンベルクラブ茅ヶ崎店 アウトドアショップ 

ビーチマネーマップに沿ったもの。
1円分=１ポイントとしてモンベルク
ラブのポイントに付与。１ヶ月上限
300ポイントまで。 

39 茅ヶ崎市 レプラコーン。 ケーキ屋 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し。ビーチマネー2個、又は
ビーチマネー1個とビーチクリーン
で使用したゴミ袋1袋。 
ホットコーヒー、フィナンシェ、また
は甘沼スイートポテト1個と交換、
または1人ひと月に1回まで（1家
族3個まで）。 

40 茅ヶ崎市 honobono号 organic 移動カフェ 
角が取れたモノでサイズ＆色は
関係無し。1個50円引き。 

41 茅ヶ崎市 Free Ride サーフショップ 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

42 茅ヶ崎市 茅ヶ崎芙蓉庵（ちがさきふようあん） 
Hawaiian篆刻の販売と教
授 

全てビーチマネーマップと同様で
す。 

43 茅ヶ崎市 Santeria 
天然石＆シルバーアクセ
サリー 

角が取れたモノで3cm 以上、色は
関係無し10個で天然石ストラップ
（￥840～￥1680）と交換。 

44 茅ヶ崎市 シンガー・ソング・ライター KATSURA シンガーソングライター 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し5個でKATSURAの無料
CDと交換。 

45 茅ヶ崎市 養老の滝 柳島海岸店 居酒屋食堂 

角が取れて全体が曇ったもの200
グラム以上で大小問わず。おみ
やげカリカリたこ焼き1人前プレゼ
ント。 

46 茅ヶ崎市 re-Start響（リスタートひびき） パワーストーンショップ 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係なし。水晶さざれ20グラムを
プレゼントいたします！ 

47 平塚市 Art the Sea 美容室 
全てビーチマネーマップと同様で
す。 

48 小田原市 いわほり 魚屋 

基本的には、ビーチマネーマップ
に沿います。ただし、3cm以下の
ビーチグラスは5個で1個とみなし
ます。白色＆茶色＝鯵・イワシ・
サンマ・水カマスの干ものetc、水
色＆緑色＝サバ・本カマス・イカ・
えぼ鯛の干ものetc、2色混合＆
赤色＆紺色＆黄色＝スペシャル
なFISH！ 

49 横浜市 Marc, Cane Regalo イタリアンレストラン 

角が取れたもので3ｃｍ以上。
Dinnerのみの使用ですが、1ドリン
クサービスします。1人1ヶ月に1回
の使用とさせていただきます。 

50 横浜市 the Road and the Sky レストラン＆バー 

角が取れたモノで3cm以上、色は
関係無し。店内の商品、飲食から
100円引き、1人ひと月に1回まで。 

51 横浜市 パタゴニアベイサイド・アウトレット アウトドアショップ 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。パタゴニアベイサイド・
アウトレットステッカーと交換。 

52 横浜市 パタゴニア横浜・関内ストア アウトドアショップ 

角が取れたもので3cm以上、色は
関係なし。パタゴニア横浜・関内
ストアステッカーと交換。 

2006年4月～現在までの取材依頼が凄い！ 

その数、なんと 

約300！！ 
※テレビ、新聞、雑誌、ラジオなど 

僕のオススメ 

サーフィンしましょう！ 
 

普段、子供、大人、親子向けに 

サーフィンスクールを開催しております。 

 

動画をご覧ください。 



あなたもサーフィンにトライしてみませんか？ 今後の目標 

①ビーチマネーの加盟店が100を超える！！ 

②瓶の製造メーカーが正式スポンサーとなる！！ 

③アメリカで開催されている「シーグラスコンテスト」に出場する！！ 

④ビーチマネーショップ一覧＆マップ付きの冊子を発行する！！ 

⑤リバーグラス、マウンテングラスも探し、川、山と連携を図る！！ 

⑥ビーチマネーの絵本を製作する！！ 

⑦ビーチマネーを湘南から神奈川県全土へ、日本、そして、世界中 

のビーチで使えるように活動を広める！！ 

普段の仕事 

＜春・秋・冬＞ 

・月曜日／オフ 

・火～金曜日／林業作業員、漁師見習い 

・土日／ネイチャーガイド 

ビーチマネー以外の環境学習 

・小学生を対象にした「南伊豆キッズ冒険合宿」 
・東海大学海洋学部環境社会学科とのエコツアー授業 

・ネイチャーガイド（サーフィン、カヤック、ツリークライミング、 

トレッキング、林業体験、クワガタ捕り、シュノーケリングなど） 

今後の展開 

・小学生～大学生向けの環境学習の更なる実施 

・南伊豆エコツアーの更なる本格実施 

・南伊豆のエコタウン構想 

友達になりましょう！ 

堀直也（ほりなおや） 
で検索してください 

Facebookの「ビーチマネー」「南伊豆エコツアー」に「いいね！」
のクリックもお忘れなく！ 

最後に・・・ 

海も環境も大切ですが、家族はもっと大切にしましょう。 


