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令和 三種の神器が凝縮された、
憧れのガレージハウス。
A県 R邸

●
（株）
いけがみ

V10 の自然吸気エンジンを搭載した最新モデル・ウラカン Evo。
好戦的かつ無敵の戦いぶり”を披露したスペイン産の牛、ウラカンに由来する。
最新モデルを手に入れた R さんが追求したのは“ガレージ”“シミュレーター”
“シアタールーム”。まさに男の趣味を凝縮させた空間である。
Photo/Masatake-ISHIKO( 石河正武 ) Text/Jun-ISHIHARA（石原
Special Thanks to SAFTY LIFE https://www.safety-l.com/
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淳）

ABC 商会が発売しているマッ
ト系 の 床 塗 料を施 工した約
60㎡のガレージ。2020 年モ
デル・ランボルギーニ・ウラカ
ン Evo が鎮座している。
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7m 延長されたパイプは、壁面に設置されたモーターに
より排気ガスを屋外に排出。設計段階から導入を決め
ていたため、設置はスムーズに行われた。

閑静な小高い丘の住宅街に建築された2 階建て

自宅の南側に隣接する土地が3 区画『いけがみ』
か

のガレージハウス。門扉をくぐり、9m を超える大きな

ら販売される。R さんは自宅の南側に家が建築され

重 量シャッターを開けると、特 注 色のランボルギー

てしまうと景観が悪くなることもあり、ほぼ即決で2 区

ニ・ウラカン Evo が現われた。しかも、3 台がゆうに

画の購入を決意。ここが『いけがみ』の代表 池上和

入るガレージのスペースの中央にウラカン Evo が贅

緑さんとの出会いとなり、ガレージハウスを依頼する

沢に停められていた。エンジンは5.2リッター、V10

ことになる。

の自然吸気エンジンを搭載した最新型2020 年式

過去に車庫の設計、販売の経験がある池上さん

モデル。20インチのホイールからは大きなキャリパー

も3 台ガレージがついた住宅ともなると今までのガ

とカーボンローターが見える。まさに圧巻のガレージ、

レージハウスとは大きく条件が異なり様々なことが

話を伺えばガレージハウスという名の、趣味の空間

初挑戦、資料集めから始まりとことん研究をして設

が凝縮された城であった。

計を行なったという。というのも、R さんから本 誌

ガレージの主 であるR さん、本ガレージ建築前は

GarageLife を渡され、柱がなく3 台のクルマを入

ランボルギーニ・ウラカンのオープンとポルシェGT-3

れられること。そして趣味であるゴルフのシミュレー

を所有していたが、自宅から離れた賃貸ガレージにク

ターの導入、家族が楽しめるシアタールームの設置

ルマを預けており、いつかはガレージハウスを建築し

を依頼されたのである。また、ガレージの横にはクル

て、家族で引っ越すことも考えていた。そんな時に、

マを見るための書斎を希望するなどスケールも、要
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ガレージを見渡せるように
大きな窓が 用 意された書
斎。その他1 階にはガレー
ジ、打ち合わせスペースを
兼 ね た 広 い 玄 関、バ ス
ルーム、
トイレ、ゴルフのシ
ミレーション設計された。

排気ガスを排出させる装置は、
Rさんにはマストアイテムだった。
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『セーフティーライフ』代表・長谷川氏がマフラーの高さに合わせてアタッチメントの高さを調整。新システムは工具を使わなくても幅広い上下左右の調節が可能になっている。
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1

1 ／ 1 階の玄 関には、打ち合わせ
ができるスペースとギャラリーのよう
な空 間が。計 算 通りのピクチャー
レールにより絵画が映える。
2 ／ゲストとの団欒の為にオーダー
したダイニングキッチンは、R さんが自
らショールームに足を運び、デザイン
性の優れたシステムをチョイスした。
3 ／オーディオの専門業者に依頼し
たシアタールーム。100インチのモニ
ターに、完全防音の部屋は、R さん
のみならず、家族皆が楽しめる空間。

2

3

P

Golfland 社が発売しているシミュレーションゴルフ。友人との対戦ゴルフも可能なほか、いろいろなコースを楽しめるとあって、R さんがクルマを眺められる場所に設置したかった装置だ。
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クルマを見ながら練習できる、
ゴルフのシミュレーションシステムを設置。

望も今までの建 築 作 品とは異なる空 間だったとい

ゴルフのシミュレーター、シアタールームはプロの

為だけの空間という大胆なプラン。設計には1 年の

専門業者に依頼し部屋を設計。2 階には LIXIL に

歳月がかけられ、高 低 差のある自宅とは鉄 骨の橋

特別オーダーした黒セラミック天板のシステムキッチ

脚で結ばれることとなる。

ンや、広いバルコニーも。友人を招いてワイワイと快

大開口ガレージを満たすために構造は鉄骨造を

ガレージ、シアタールーム、そしてゴルフのシミュレー

特別オーダーされ、サイズは9m を超える。もちろん、

ターと3 つの夢が詰まったこのガレージハウスには、

愛車・ランボルギーニ・ウラカン Evo を暖機する為、

ゲスト用の寝室も用意され、息子さん達や来客時の

排気ガス排出システム EG WayOut は R さんの指

備えもバッチリ。R さんの希望通り、なんとも贅沢で

定により導入されたガレージアイテム。何と、アタッ

夢の空間でを形にした
『いけがみ』
さん、偶然な出会

チメント
（EGAW-001）は改良版が納品され、今ま

いではあったが R さんとの出会いは必然だったのか

では大幅な調整の際には必要とされていた上下左

もしれない。
アルゴスオレンジをまとったスーパーカー、ウラカン

うに7m 延長された12m の特別オーダータイプを採

Evo が猛牛を休める空間は、単なるオーナーの趣

用。このシステムの導入により、シャッターを閉めた

味だけの為ではなく、家族全員が人生を満喫出来る

ままでも気軽にエンジンの暖気が可能になったとR

ファミリー皆んなの城のようだ。
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■ちょっと失敗したところは ?
ガレージの床にタイヤ痕が付着してしまうので、解決さ
せたいですね。
■次の夢はなんですか ?
ポルシェ 911ターボ S を購入してガレージに並べたい
です。ゴルフを楽しみながら2 台を眺めるのも悪くない
ですよね。
ホワイトのサイディングが美しい城には9m を超えるシャッターを導入。スチール製の橋を架けることにより母屋との行き来が楽ちんに。

あらゆる要望を満たした R 邸のガレージハウス。

はガレージに車が3 台格納されても使用ができるよ
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OWNER'S CHECK

■一番気にいっているところは ?
男の夢としてほしかったガレージ、シアター
ルーム、ゴルフシミレーションルームが導入でき
たほか、ガレージのロゴやバスルームまですべてが気
に入ってます。

適に過ごす空間が完成した。多趣味人なら憧れる、

選択。電動の重量シャッターは『 文化シャッター』へ

右の調節が簡単に出来る新型を導入。耐熱ホース

O

さん。やはりガレージには必須なアイテムである。

う。しかも、この建物は自宅ではなく趣味を満喫する
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施主● R さん
敷地面積●110 坪
ガレージ面積●60㎡
延床面積●275㎡
竣工●2020 年2 月
躯体●鉄骨2 階建て
外構●サイディング
内装●クロス
愛機●2020 年式ランボルギーニ・ウラカン evo

ガレージの天井にはあらかじめクルマのロゴが照射
できるようにライト3 基が設置できる配線を用意。
撮影時には勿論 LAMBORGHINI のロゴが光輝
いていた。

左／床面はモルタルの上
に ABC 商会の床用、マッ
ト塗料を施工している。
中 ／ 天 井 に 設 置したス
ポットライトからロゴが照射
しているのは、まるでカー
ディラーのようだ。
右 ／ 将 来を想 定して、ガ
レージには200V の パナ
ソニック製 急 速 充 電 気が
用 意された。R さんが EV
カーをドライブする日はくる
のであろうか ?

C

COMMENT FROM A BUILDER
代表取締役

池上和緑さん

今回はスケールの大きなガレージハウスの設計、建
築を担当させていただきました。宮城県の会社です
が不動産をはじめライフスタイルの提案をさせていた
だきます。小さなことから、
ガレージまで新築、
リフォー
ム、リノベーション、エクステリア工事とお任せくださ
い。R さんの施工は時間がかかりましたが、最高の
モノを提供できたと自負しています。
株式会社いけがみ
宮城県若林区大和町2-25-25 SK ビル201
Phone/022-253-7296
http://www.ikegami-home.com/
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