『TOEX』のスタイルコートと
キューブポートを組み合わせる
ことで、囲われた空間と屋根付
きのオープンスペースが連続し
て繋がるため、雨に濡れずに
隣接した母屋に出入りできる。

10
GARAGE LIFE EXAMPLE

2つの空間を組み合わせ、母屋との
導線も考えられた、趣味のスペース。
山梨県 I 邸
囲われた空間と屋根付きのオープンスペースという2 つの空間を組み合わせることによって、
趣味の空間としての楽しみと共に、別棟ながら母屋に濡れずに出入りできるという
導線も考えられたガレージスペースを実現。
Photo&Text/Hiroyuki-KONDOH（近藤浩之）
Special thanks to TOEX（株式会社 LIXIL） 0120-126-001
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壁にボードを貼りテー
ブルや棚を置いたこ
のスペースは、オー
ナーの I 氏が趣味の
1/5スケールのエン
ジン式 R C カーをメン
テナンスする趣 味の
場所となっている。

スタイルコートのサイドのドアを開けると、ご覧のよ
うに母屋の玄関先からカーポート、スタイルコート
がほぼ一直線で繋がっていることが分かるだろう。

10

スタイルコートの床部分は、コンクリー
トとなっている。これは多少汚れても気
にしなくて済むからなのだという。クル
マを入れることも考え、中 央から入り
口に向かって勾配がつけられている。

クルマが出入りする方向から
細部にいたるまで、考えられている。

GARAGE LIFE EXAMPLE
A RESIDENCE OF Mr.I

住 宅メーカーの 建てた家に、後からガレージス
ペースを追加する。ガレージ選びに様々な選択肢が

GARAGE LIFE
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部分の打ち合わせが行われ、使い勝手の向上が図

90 度ずらしてして配置している。

られている。

ある中、オーナーの I 氏が選択したのは自身の趣味

これは道路側にスタイルコート、母屋側にカーポー

I 氏はスタイルコートを主に、1/5 の RC カーのメ

などと使い勝手を考え、囲われた空間と屋根付きの

トを配することで母屋への導線を良くするため。つま

ンテナンスなど趣味の空間として使用している。その

オープンスペースという2 つ特徴を持つ商品を組み

りサイドにも開口部があるスタイルコートからカーポー

ため、電源や電灯は必需品となる。こういったところ

合わせるというものだった。

ト、母屋の玄関へと雨に濡れずにエントリー（その

も事前にしっかり打ち合わせを行うことで、柱の中に

ガレージの追加を決めた後、ガレージイベントや雑

逆も）
できるようにするためだ。ちなみに I 氏が選択し

配線を通したり、目立たくなしたりすることが可能とな

誌で研究し、実際に展示場にも足を運んだI 氏。そ

たカーポートは TOEX のキューブポートという商 品

るという。またサイド部 分に設 置されているアコー

の中でTOEX の展示場で紹介されたというモーニン

で、このカーポートは専用金具によりスタイルコート

ディオンタイプのドアも、通常はセンター部分を境に

グガーデンに、ガレージを含めた外構をオーダーすると

に接続できるようになっている。そのためスタイルコー

左右のドアが一方向に開くのだが、I 氏はオーダー

こを決定したという。モーニングガーデンの小林氏と

トとカーポートが隙間なく屋根続きになる他、片流れ

で左右開き
（観音開き）
に仕様変更している。

の打ち合わせで様々なことが決定していく中、I 氏が

のカーポートに対し強度も高くなり、今年の大雪にも

ガレージとして選択したのは、TOEX のスタイルコート

しっかり耐えられたという。

現在は趣味のスペースとしてスタイルコート内に
はクルマは置かれていないが、将来的にクルマを入

スタイルコートとカーポートという、2 つのスペース

れることを可能とするため床はコンクリート張りで、セ

I 氏が家を購入したエリアは、道路との境に塀を

を組み合わせたスタイルでガレージライフを楽しんで

ンター部分から入り口に向かって勾配もつけられて

に同じくTOEX のカーポートという組み合わせ。

108

が、あえて I 氏は道 路に対してガレージの入り口を

作らず住宅は道路からオフセットして建築するという

いるI 氏。スタイルコートはクルマではなく、ご自身の

いる。コンクリートの床にしたのは「趣味のスペース

ルールがあり、道路から住宅までは広いスペースが

趣味のスペースとして活用されている。エリアのルー

として、RC 整備などの作業で汚れても気にならない

空いていた。そのスペースに、入り口を道路に向け

ルで通常より20cm ほど高さがカットされているとい

から」
という意味もあるそうだ。ちなみにクルマを置く

ガレージを配 置するというのが 一 般 的な考え方だ

うこのスタイルコート、高さだけでなく事前に様々な

スペースをカーポートとしたのは、クルマの出し入れ
GARAGE LIFE
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ガレージの前にも、広々とした
空 間が広がっている。この空
間があったからこそ、ガレージ
の入り口を道路から90 度ずら
した配置が可能となっている。

TOEX のキューブポートには専用金具が用意され、
スタイルポートと接続可能。片流れの状態よりも、
強度アップも可能となっている。

スタイルコートのサイドのドアを開け放っても、カーポートが連結しているので少々の雨ならば室内が濡れることもない。

P
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PL A NNI NG DATA & MATER I ALS
事前に密な打ち合わせを行うことで
使い勝手の良い趣味の空間を実現

のスムーズさを考えてとのこと。ご夫婦二人でドライ

奥様の趣味だという家庭
菜 園でとれたサヤエンド
ウ。季節に合わせた野菜
を育てる趣味の他、陶芸
の 趣 味もお 持ちだとい
う。奥様もI 氏同様、この
家を楽しんでいるようだ。

上／天窓にはロールカーテンを取り付け、拡散光
の柔らかい光を室内に取り入れている。これは I 氏
のアイディアだ。 下／ RC カーのメンテナンス
が趣味ということで、暗くても作業できるように、蛍
光灯が取り付けられている。これも建築前にオー
ダーしたものだ。

PLANNING DATA

所在地●山梨県
施主● I 氏
竣工●2008 年12 月
敷地面積●140 坪
ガレージ面積●20.4 坪
愛車●2012 年式 ポルシェ 911

スイッチ類や、写真にはないかコ
ンセントなどは、事前にオーダー
しておくことによって配線が表に
でることなくスッキリ仕上がる。

C

COMMENT FROM A BUILDER
モーニングガーデン

小林

敦さん

エリアの協定があったため、高さを200mm 低くするなど、
様々なオーダーを盛り込んだスタイルコートになっていま
す。事前にしっかり打ち合わせすることで、電気の配線な
どもスッキリ収めることができるなど、施主様の要望やアイ
ディアによって様々な仕様変更が可能となっているところ
もスタイルコートの良いところですね。現在はホビールーム
として使用されていますが、将来のことを考え床に勾配を
つけるなど、ガレージとしても使用できるようにしています。
モーニングガーデン
神奈川県相模原市中央区弥栄2-3-8
Phone/042-776-0035
http://www.morning-garage.com

サイドのドアは、通常センターを境に一方向に開閉するが、I 氏のオーダーにより左右開き
（観音開き）仕様に変更されている。

ブすることも多く、家に帰ってきてすぐにクルマを停
めて家に入れる
（雨にも濡れず）
というのが、その理
由なのだという。

緑の景色が広がるバックヤードには、家庭菜園が。玄関先やこのバックヤードのウッドデッ
キなどの外構は、母屋の建築後、モーニングガーデンにトータルに依頼したのだという。

この季節は、週末ともなればスタイルコートのサイ
ドのドアを開け放って開放的な「 最高の息抜き」の
趣味のスペースとして活用しているI 氏。奥様もバッ
クヤードで自家菜園を楽しんでいるということで、週
末にはご夫婦それぞれ趣味を楽しむ場所として、ま
たお二人揃ってドライブに向かう拠点として、この家
とガレージを楽しんでいるようだ。

石垣島のお店で見た
ものを参 考に、奥 様
がご自分で焼いたと
いうシーサーの 焼き
物。この焼き物をスタ
イルコートの 入り口
の左右に置くことで、
魔除けとしている。
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この季節になるとサイドのドアを開け、風通りを良くした
このスペースで、趣味の作業などに没頭しているというI
氏。くつろぐためのテーブルや椅子も用意されている。
GARAGE LIFE
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