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防波堤を超える視界を獲得できる

デ イト ナ が 提 案 する
新しい建 築のカタチ

スーパーフラット
ハウスの優越感

スパイクのような鋼管杭を応用した高床式工法『スパイキーLGS』
を
使って防波堤の高さまで“ふわり”
と浮かび上がる平屋を考えてみました。
海を眺めながらのテレワークが気持ちいい！
う話をよく耳にします︒コロナ禍の

最近︑〝仕事の質〟が変化したとい

や防風林があって︑そう簡単に海は

いのですが︑ 実は海岸線には防波堤

てみます︒海を見ながら仕事をした

階建ての家にするのも癪

初期は︑不自由ながらも導入したテ

見えないのが実情︒土地は広いのに

打ち込み︑地上から２ｍくらいのと

わざわざ

ころに鉄骨の土台をまわして︑ミッ

レワークですが︑よく考えてみると︑

然と〝仕事〟と〝楽しいこと︵遊び︶〟の

ドセンチュリースタイルの平屋を建

通勤の満員電車に乗って通う必要が

境界線がますます曖昧になるのです︒

てる︒視線で防波堤を超えてしまう

に障ります︒プロポーションの美し

﹁価値を創造できるか？﹂が︑これか

訳です︒海に向かって開け放たれた

い平屋がいいのです︒
そこで﹃スパイ

らの〝仕事〟のキーワードなのかもし

大開口からは純粋な海と水平線だけ

ないということは︑世紀の大変化で

れません︒気持ちのいい海の風に吹

が見える︒ふわりと浮かび上がった

した︒身体を運ばなくても仕事がで

かれながら︑豊かな発想で創造的な

建物のプロポーションの美しさは︑

先端に羽の付いた鋼管杭を地面に

仕事をする︒それが当たり前に可能

いつまでも愛着を持続して︑住まい

キーＬＧＳ工法﹄
が威力を発揮します︒

な時代がすぐそこまで来ています︒

手の人生をますます豊かなものにし

きるということは︑仕事から〝嫌な

そんなわけで︑ 今回は東京都心か

てくれることでしょう︒

こと〟の要素が消えるということ︒必

島︑ 館山での週末住宅について考え

ら１時間余りで行けてしまう房総半
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デイトナハウスを構成するのは、LGSと呼ばれる軽量
鉄骨のパネルで、厚さ3.2㎜、幅12.5㎝、厚み5㎝の
『Cチャンネル』と呼ばれる部材を、横幅 180㎝、縦
270㎝の長方形に溶接して製作しています。対角線の
クロスしたパーツは、
『ブレース』
と呼ばれる筋違いで、
力の伝達を受け持つ大切な役割を持っています。
“ 柱”
と
“梁”
と呼ばれる縦と横の部材を使って軸組を作って
いく一般的な建築とは違って、デイトナハウスはこの
LGS パネルを連結することで住宅、
ガレージ、別荘、
店舗、マンションなどの様々な建築を可能とする、全
く新しいカタチのシステムなのです。つまりこの LGS
パネルを使った建物全てがデイトナハウスと言う訳で
す。
パネルの枚数を数えるだけで、建築の広さ、
およそ
の予算がイメージできる分かりやすさと、パウダーコ
ーティングが施されたその鉄の素材感が醸し出すハー
ドボイルドな空間のテイストも持ち味です。

この家の平面図もいたってシンプル。余分な要素を
極力排除した一体空間。その潔さがこの家の価値を
むしろ高めます。大自然の雄大な風景との関係にお
いて居住空間を設計すること。その作法を借景とい
う。
また、
その慎ましさを
“和”
と呼ぶのです。

代表: 玉田敦士
リビングの大開口からバルコニー越しに海と水平線と空を望む。
海岸の防波堤はこの視線の下。
この
純粋な海の風景はありそうでない貴重なビジュアル。
それだけ価値も高い。
まさに時々刻々表情を変
える大海原がこの家の庭なのです。
必然的に頭はクレバーになり、
仕事もはかどり、
良いことばかり。
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鋼管杭で浮かびあがった平屋のプロポーション。
その向こうに純粋な海と空が。
圧倒的な色彩の大
自然を背景にした謙虚な建築の姿は住み手の愛着をますます増幅します。発想を転換すると現代
的な桂離宮に見えてくるかも。
因みに杭の地上高さの限界は地盤強度によって変化します。

www.ldk.co.jp
03ｰ6228ｰ4933

デイトナをはじめ、カーマ
ガジンでの長期連載、ムッ
ク本である CAR&HOME
にて、常にクルマと住宅の
関係について提案し続けて
きた建築プロデュース会社
LDK inc。建築設計はもち
ろんのこと、建築システム
の開発や商品開発も行う。
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ージ賃貸ＧＬＢの論理＝モーターコ

ミュニティなのです︒

エネルギッシュで自由な生活の
“解放区”としてのコミュニティ

国家が作った交通インフラに頼っ

て〝寿司詰め状態〟で輸送されるので

はなく︑ 自分の意思で動く︒ガレー

ジ賃貸に住むという事はそのライフ

スタイル表現です︒コロナ禍で〝密〟

を禁じれば禁じるほど︑自分で動く

ための出撃基地＝ＢＡＳＥの需要は

高まります︒さらに住居形式のＧＬ

Ｂ以外にも︑様々なタイプのガレー

ジが一つの〝場所〟を共有するコミュ

ニティを形成︒このようにここは︑コ

ロナの影響で急激に加速し始めたの

時代の変化をエネルギッシュに乗り

こなす人たちにとって︑〝解放区〟と

して存在する場所なのです︒

2×4スパン（１スパン1.8ｍ）
、面積
8 坪のガレージ空間には、クルマ１台
バイク２台が格納可能。バイクだけな
らば 4 台は悠々に格納できる面積。色
調を抑えた鉄骨空間に、マシンのヴィ
ヴィッドな差し色が一層映えて、コン
トラストがたまりません。
ガレージ内部の壁面は、一般に
片側が鉄骨フレームとチャコー
ルグレーのケイ酸カルシウム
板。片側がガルバリウムの外壁
素材。
それが交互に現れます。

賃貸住居 2F は、いずれも吹き抜け空間
になっており、鉄骨の素材感のアクセン
トが独特の空間性を感じさせてくれます。
大型ギア類の格納にもうってつけの豊か
な空間。写真のようなロフト上から空間
を見渡す目線は賃貸住居では珍しい。

空室状況や
内覧ご希望は

こちらから

次世代のモーターコミュニティ
G-HANGAR1821が千葉市に誕生
千葉市中央区道場北︒それがこの

画一的でローコストな〝アパート〟を

までは︑比較的利便性のいい場所に

建てれば︑そのうち誰かは賃借する

た び オ ー プン し た︑デイトナハウス

だろう ⁝⁝ というもの︒これが従来

しかし︑ 同じ発想で同じ規格のア

型の〝大家さん〟の考え方でした︒

初のモーターコミュニティ
﹃Ｇ Ｈ
ｰＡ
ＮＧＡＲ 1821﹄の所在地です︒
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この場所の最寄り駅は千葉駅です

が︑徒歩 分ほどの距離で駅から至

賃が下落する︑という悪循環が顕在

古いものから空室が出て必然的に家

化しています︒
とりあえず〝食べて寝

パートが量産され︑
今では供給過多︒

ンションの集積はあるものの︑とり

近という印象はありません︒周辺に

たてて特徴のある場所ではなく︑都

あれば︑それが住んでいる人のエネ

るだけの場所 〟 としてのアパートで

は一般的なアパートやワンルームマ

市近郊によくあるパターン︒畑も多

くということは期待できなかったで

ルギーを増幅して︑
〝場所として〟輝

かった土地柄に︑町工場ができて︑

時代の変化で賃貸住宅群に変化した

しょう︒何棟建築しようが︑ 単体の

戦後ニッポン的〝風景〟︒いわば見飽

きた風景なのです︒

明確なテーマとコンセプトを持っ

アパート以外のものにはなりません︒

る〝場所＝ゾーン〟になり︑そのこと

た賃貸住居が︑新しいライフスタイ

が建物に対する愛着の持続をもたら

ルを求める人のエネルギーを増幅す

この土地も︑もともとは町工場が

す︒結果的に長い間︑ 元気な賃貸ス

単体のアパートではなく
活発な動きのある“場所＝ゾーン”を
企画するということ

立地していた変形の敷地です︒それ
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ペースとして活気を保ち続ける︒こ

来の
“別荘地”
から二拠点生活
（デュアルライフ）
のメッカに変貌しつつ
あります。
その軽井沢にいよいよ、
デイトナハウスの高床式平屋のモデ
ルハウスがオープンします。正統派ミッドセンチュリースタイルの浮
遊感のあるフォルム。縦横比率を意識した美しいプロポーションが、
新緑の森の中に浮かび上がります。もちろんスタイリッシュな鉄骨ガ
レージも装備。新しい暮らしのカタチとイメージを、是非実感してく
ださい。次回のオープ
ンハウスは、7月に開
モデルハウスに関する
催予定。詳しくはデイ
お問い合わせは
トナハウスの H P を
こちらから
ご確認ください。

をいかに効率的に利用するか？ と

都心から新幹線で１時間。
クルマでも２時間の距離にある軽井沢は、
コ
ロナ後のテレワークの普及以降、すっかりその位置づけを変えて、旧

れがデイトナハウスが提案したガレ

“ふわり”と浮かぶ高床式モデルハウスが、遂に軽井沢追分にオープン

いうことがテーマでした︒﹁土地の効

コミュニティ内の各種のガレ
ージ利用者が共有で使用でき
る、ハイプレッシャーの高圧
洗車機も設置されています。
ワンコイン100円で5分間。
休日の朝、洗車しながら、ご
く自然な会話が生まれるうれ
しいコミュニティ感。

率的利用という言葉﹂
︑それは少し前

居室空間内の壁面
は、あえて艶消し鉄
骨と同系色のチャコ
ールグレーで統一。
これによって室内に
持ち込む愛着の品々
の色合いが一層引き
立つ趣向。

バイク専用ガレージも、大きさが2タイ
プ存在。最も数の多い小さな面積の区画
でも、鉄骨空間のインダストリアル感が
十分に感じられる空間性。FASブラケッ
トも完備しているので、思う存分、ディ
スプレイが楽しめます。単なるバイク置
き場ではない、小さな秘密基地としての
ポテンシャルは十分です。

“洗車場のあるガレージ賃貸”
として
ご紹介していた千葉市中央区の
モーターコミュニティ
『G-HANGAR1821』
が
オープンし、入居が始まりました。
ここはエネルギッシュな遊動民たちの
解放区なのです。

余分な虚飾を排した鉄骨の空間に、表情のあるクルマやバイクが
格納された瞬間、ガレージの意味は、単なる乗り物の置き場では
なく、居場所という意味での“居室空間”に変化。
シンプルなテン
ションのコントラストが、
飽きの来ない長年の愛着を作り出します。
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