
GARAGEHOUSE
家族の成長に合わせてカスタマイズできる家

【お問合せ先】

SHINWAコーポレーション株式会社
〒190-0023 

東京都立川市柴崎町 4-5-1 

K’s 1st BUILDING 2階
TEL：042-524-8991 / FAX：042-524-8992

発行元：SHINWAホールディングス株式会社



昭島マイアミベース 
ガレージハウス、車、フィギュア、ウィンタースポーツ、マリーンスポーツ  

ミュージック等あらゆるライフスタイルを提供する大人の秘密基地

東京都昭島市 
拝島町 4-16-32 

奥多摩街道 (Okutama Street) 

セブンイレブン  
拝島４丁目店 

東
京
環
状 

1
6 
号 

拝島町交差点 

GARAGE HOUSE 
家族の成長に合わせてカスタマイズできる家 

GARAGE 
H O U S E 

自分を 

表現できる 

インテリア 

 

HAPPY LIFE 

趣味を活かし、共に生きる 

人生を豊かにする空間がここに。 

趣味やオフタイムで充実した暮らしを提案することが出来るのが当社のガレージハウスの

特徴です。今は駐車スペースとして２台使用しているガレージ部分に、将来の家族の変化

により、例えば１Ｆにお子様のお部屋を作ったり、あるいは老後年を取ってから階段が

きついという時には、１Ｆを主要な居住スペースに変更して段差のない生活を作り上げた

りと、年代とともに変化を楽しむ事ができる家がこの建物のコンセプトです。 

ガレージハウスの登場によって、家（住居）の存在が大きく変わりはじめています。 

その時その瞬間に合わせ、より家族に密着した生活空間へ。 

クルマから室内へ,、便利で安心なアクセスができる。 

単にクルマを止めるだけでなく、家族やコミュニティの憩いの空間が生まれます。 



c	

SINCE 2016.8 

増築時のイメージ間取り 

■クルマとともに暮らしたい 
愛車とくつろぐ、至福のひととき 

お風呂から愛車が眺められる。いつも愛車を身近に感じていたい。クルマが好きな方なら必ず

わかるこだわり・要望にお応えしたガレージでの居心地の良さを追求した設計です。愛車のメ

ンテナンスに好きなだけ没頭できるゆとりある空間と機能。システムシェルフなどのストレー

ジ用のアイテムを設置すれば、好きなものに囲まれるオーナー専用のギャラリー空間に生まれ

変わります。 

■広がるアウトドアスタイル（Out Door） 
自然を身近に感じ、仲間が集う場所 

アウトドア用品や自転車、ゴルフバッグなど室内に収まりきれないアイテムの収納に困らない。ガレージ

ハウス内に収納スペースを設ければ、クルマへの出し入れもラクラク。見た目も美しく防犯的にも安心で

す。家族や仲間とアウトドアを計画する時も、ガレージがあればすぐに集うことができます。また、ガ

レージ内は音響効果にも優れ、楽器の趣味があれば少人数でのプライベートライブ会場に早変わり。更に

オプションのサラウンドシステムを設置すればクラブのような臨場感溢れるサウンドをお手軽に味わうこ

とができます。 

To		人 生を彩るライフスタイルがある家 

c	

GARAGE HOUSE 

楽しめる家 

世代をつなぐ家を 

あなたの街に 

 

■家族の成長に合わせて空間を創る 

子供部屋から両親との同居まで 

ガレージハウスは将来的にご家族が増えた場合にも対応が可能な様に設計段階より増築や改築時に必要な

ライフラインをあらかじめ考慮した設計を行っています。子供部屋が欲しい場合や、ご両親との同居など

家族構成の変更に伴い必要となる間取りの変更や修繕・リフォームなどの改築が可能です。必要に応じて

ガレージエリアを居住スペースに変更することで、バリアフリーな空間を提供出来、昨今高齢化社会で問

題となっている自宅での在宅介護でも、日常生活に大きな変化をもたらすこと無く対応することを視野に

入れたコンセプトハウスです。 

もっと暮らしやすく、もっと楽しく、そして快適な明日へ。  

家と趣味と将来の理想を実現してください。 

増築時のイメージ間取り 

５年後… 

Aプラン Bプラン 現在 



ターンテーブル 

【規 格】 テーブル直径：4m、4.5m、5.5m ／積載荷重：2.5、  

8.5t ／回転速度：1rpm ／原動機：0.75w、1.5×2  

 電源：AC200V、100V 

【特 徴】　　戦艦大和の砲塔の回転基部の技術から発達した長い歴

史に磨き上げられた技術を搭載。アミューズメント施設

のアトラクションから、モーターショーの演出まで多様

なイベントで使用されている実績あるターンテーブルが

ご自宅に設置可能です。なめらかな回転と、静音性に優

れたターンテーブルです。袋地やＵターンが難しい場所

など様々な用途に向けて是非ご利用下さい。 

 

オリジナル家具 

　　　　　　　　　　　　            　　　     　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【特 徴】    マイホームの設計に合わせてオリジナルの家具を製作い

たします。市販の家具では解消しきれない隙間もなくな

り、扉などの仕上げ、取っ手などもお好みでご指定がで

きるのでお部屋のグレードを更にアップすることができ

ます。まるで高級ホテルの一室のような空間を演出する

ことが可能です。 

オプションプランのご紹介 
 
ホームシアター 

【規   格】 

【特   徴】 

展示例（ガレージ）： 

SHARP AQUOS：80 型／サウンドレシーバー：AVR-X7200 

／センタースピーカー：SC-C11SG ／ 

ブックシェル型スピーカー 

9.2ch（最大 11.2ch）のフルオーディオシステム 

設計段階よりシステムを組込むことで、配線を露出させることな

くお部屋をより広く、音響性に優れたお客様に合ったオリジナル

のホームシアターやオーディオルームが実現可能です。 

【規   格】    お客様に合ったカラー・デザイン・配置での自由な 

　　　　　    設計が可能です　　	

Kitchen 

まだまだ見どころ満載。詳しくは内見会へ！ 

Garage	

Loft 
妥協なく遊び空間いろいろ 

大人の秘密基地で思いっきり楽しもう！ 
	

Living Room 

■施工の流れ 

●  オリジナル地鎮祭 
今では建築現場でも昔ながらの行事が簡素化される時

代になっていますが、弊社では昔ながらのしきたりを

現代に直し、オリジナルの地鎮祭を大切に執り行って

います。これにより施主様が一世一代の主人公で迎え

る家を建てる大プロジェクトがスタートします。 

●  基礎工事 
当社では通常必要となる電気、ガス、水道などの埋設設

備に加え、ガレージの快適性を求め、夏は埋め込み式エ

アコン、冬は蓄熱床暖房工法（温水パイプ埋込式）を利

用したべた基礎工法を施工します。これにより、夏は涼

しく快適に、冬はより暖かく過ごしていただくことが可

能となりました。※Aプランのみ 

●  躯体工事（建物の骨格工事） 
建物の主要な構造体が組み立てられます。仕上げ材

料などで隠れる構造金物のチェックや建物自体に傾

きがないかなど念入りにチェックが行われます。 

●  ほ ぼ 完 成  
　  着工から約４か月経過すると壁や屋根工事が完了し、 

            仮囲いや足場などの撤去が始まり建物全体が姿を現して          

            きます。 

●  外構工事 
ターンテーブル、ウッドフェンスなどの難しい工事か

ら、花壇、洋風ポストまでお客様に合ったエクステリ

アを提案・設置・施工させていただきます。また、完

成お引渡し後、当社オリジナルの記念品をお渡しさせ

ていただき、お客様のこれからの生活をサポートさせ

ていただきます。 

●  上 棟 式  
今まで施工していただいた大工さんとこれから更なる夢

を叶えていくため交流を深めることを目的として、大工

さんとのプレゼント交換を行っていただきます。 

日本では古くから伝わる上棟式を当社オリジナルのもの

としてお客様が主役となってお菓子やお餅などを撒き、

今後の幸せを祈っていただく行事です。 



Ｂプラン例　（価格 1,650 万円～） 

浴  室 

仕様内容：4 種類から選べる（1600€›∏fi・¥∫Õfi›¡•◊≥›ƒfi◊≤›・Ωƒ⁄∞ƒ◊≤›浴槽）  

くるりんポイ排水口／カウンター／洗い場側水栓／照明／換気設備／  

スライドフック付握りバー／ミラー／タオル掛け／収納／フロフタ／  

窓額縁＆ランドリーパイプ／浴室乾燥機／浴室テレビ／ 

 

浴槽は4種類（1600€›∏fi・¥∫Õfi›¡・◊≥›ƒfi◊≤›・Ωƒ⁄∞ƒ◊≤›）からお好

みのものが選べます。排水口はシンプル構造でお掃除が簡単。浴

室換気乾燥暖房、ランドリーパイプが付いているので雨の日にお

洗濯をしても大丈夫です。照明もネオサークル照明(LED◊›Ãfl)を採

用。嬉しいテレビモニター付きでお風呂タイムの楽しみが広がり

ます。 

キッチン 

仕様内容：キレイシンク ／ てまなし排水口 ／人造大理石トップ／  

引出仕様／シンク用キャビネット／コンロ用キャビネット／水栓金具／  

レンジフード／ガスコンロ／食器洗い乾燥機 

その他標準仕様 

【トイレ】 

仕様内容：ノズルシャッター／キレイ便座／まる洗い洗浄／埋込収納棚／ 

ハイパーキラミック／コンパクト設計／女性専用「レディースノズル」／ 

スーパー節電＆ワンタッチ節電／防露便器／防露タンク／  

自動開閉付き便座　※1,2階共通仕様 

【洗面台】 

仕様内容：洗面器／ソコまでてまなし排水口／エコハンドル／ 

ホース収納式／水栓金具／化粧台本体／ミラーキャビネット／ 

三面鏡トレイアレンジ 

より快適性を求めたもう一つをプラス 

油汚れもさっと拭くだけで綺麗に。缶詰を落とした衝撃でも割れ

ず、熱したフライパンを放置しても変色しないお手入れ簡単な人造

大理石で出来ています。隙間の無い滑らか一体型シンクで、流れや

すく排水溝のお掃除もらくらく。ワークトップの高さは８５㎝。毎

日使い続けるものだからこそ、美しさや居心地の良さに加え、シン

プルにこだわりたい。そんな想いから、Ｃプランに比べより素材や

デザインにこだわったキッチンが生まれました。 

♦

♦

♦

♦

　　標準25坪～30坪 

　　（※標準範囲外の建物の増減坪、ロケーションにつきましては別途ご相談ください。） 

シンプルでコンパクトなデザインの一体型シャワートイレです。 

お掃除ラクラクでエコロジーな超節水タイプのトイレで、従来品 

（大 13ℓ）と比べ約 60％の節水を実現。2日でお風呂1杯分以上 

の節水が出来る省エネ設計で年間約12,000円もお得です。 

自動開閉付き便座のため、かがんで蓋を開ける手間なく手を汚さ 

ずにご使用になれます。勢いのよい水流で強力に流れます。 

やわらかなカーブ形状でボールの深さはバケツも入るワンサイズ 

上の広さを実現。平らな底面で、つけ置き洗い等の家事にも適し 

ています。微細シャワー吐水、ホースは収納式になっているので 

水回りはすっきり。排水口汚れが溜まりにくいフランジレスなの 

でお掃除も簡単です。三面鏡は、5ｃｍ刻みで高さを自由にアレ 

ンジ出来るので入れる物の高さにピッタリ合わせられます。 

広々収納のキャビネット付きで生活感を感じさせないシンプル 

設計です。 

Ａプラン例　（価格 3,500 万円～） 

 
 
 

浴  室 

浴  室 

仕様内容：アクアタワー／アクアフィール／肩湯／くるりんポイ排水口／ 

リクライニング浴槽／サーモバスS／洗い湯側水栓／ 

浴室テレビ（32型ワイド） ／ブラインド付き窓／ 

Bluetooth対応デジタルサウンドシステム標準装備／ミストサウナ／  

サーモタイル／浴室乾燥機  

黒を基調とした、スッキリしながらもラグジュアリーな雰囲気の浴

室に、床はヒヤッとしないサーモタイル。壁や浴槽、扉など好みに

合わせてカスタマイズできます。また、用途に合わせたお湯に変化

させることができ、「肩湯」「オーバーヘッドシャワー」「打たせ

湯」といった、温泉やミストサウナなどスパ施設に行かないと味わ

えないような心地良さを自宅で再現できる、夢のようなハイテク 

バスシステムです。大型テレビから繰り広げられるワイドサウンド

は迫力満点です。 

キッチン 

Aグレードのキッチンは、B・Cグレードとは全く異なり、毎日刺激

的な会話を楽しんでいただけるようオープン対面型の自動水栓常設

キッチンです。背面側のキャビネットは当社オリジナルでお客様に

合ったオーダーメイドの設備を提供いたします。また、アイランド

キッチンの上部にはお客様の好きなものを並べて置ける個性豊かな

収納棚もあり、夕食をより楽しめるスペースから、雰囲気たっぷり

のカウンターまでお客様のためだけのオリジナルな空間を演出でき

るキッチンとなっています。 

仕様内容：キレイシンク／セラミックトップカウンター／ 

シンク用キャビネット／ガスコンロ／コンロ用キャビネット／ 

レンジフード／タッチ式水栓金具／浄水器（還元水素水生成器）／ 

 ウォールキャビネット／食器洗い乾燥機／サイドキャビネット／ 

ビールサーバー／ガラスパネル／電動昇降式キャビネット／自動水栓 

最高級グレード仕様 

【トイレ】 

スタイリッシュでコンパクトですっきりしたデザイン。奥行き６５

ｃｍはタンクレストイレでは最小クラスです。「電動お掃除リフト

アップ」機能で、便器と便座のお掃除ラクラク。節水効果にも優れ、

使用水量は、大:４リットル、小:３.３リットルとなっています。 

インテリアにも細部までこだわり、生活感を最小限にとどめた収納、

オリジナル窓、アクセサリーサッシ、洗濯物を畳むのにより便利な

ランドリーデスクなど細かいものに配慮された設備となっておりま

す。 

仕様内容：ノズルシャッター／キレイ便座／まる洗い洗浄／埋込収納棚／ 

ハイパーキラミック／コンパクト設計／女性専用 「レディースノズル／  

スーパー節電＆ワンタッチ節電／防露便器／防露タンク／ 

ランドリーデスク 

仕様内容：スクエアボールカウンター／ 

ポップアップ式ヘアーキャッチャー／タッチレス水栓／ 

フルスライドタイプ／インナー引出し付／エンドパネル2枚／ 

クロス保護カガミ 

【洗面台】 

ラグジュアリーな室内に繊細なデザインと高機能を備えた最高級プラン 

♠

♠

♠

♠

　　標準25坪～30坪※ 

　　（※標準範囲外の建物の増減坪、ロケーションにつきましては別途ご相談ください。） 

カウンターには新開発の製法を用いた人造大理石カウンターを 
採用し、本物の大理石のような高い質感を表現し、洗面器との 

一体成形により清掃性も向上。また水栓金具は、自動水栓とな 
っており手を煩わすことなく利用することができます。さらに 

細部にまでこだわったミラーキャビネットにはLED照明を縦に 

配置し調光機能を搭載しています。これにより日々のセット 
アップから細かいドレッシングに至るまで安心して多岐に渡り 

使うことができます。 



■施工の流れ 

●  オリジナル地鎮祭 
今では建築現場でも昔ながらの行事が簡素化される時

代になっていますが、弊社では昔ながらのしきたりを

現代に直し、オリジナルの地鎮祭を大切に執り行って

います。これにより施主様が一世一代の主人公で迎え

る家を建てる大プロジェクトがスタートします。 

●  基礎工事 
当社では通常必要となる電気、ガス、水道などの埋設設

備に加え、ガレージの快適性を求め、夏は埋め込み式エ

アコン、冬は蓄熱床暖房工法（温水パイプ埋込式）を利

用したべた基礎工法を施工します。これにより、夏は涼

しく快適に、冬はより暖かく過ごしていただくことが可

能となりました。※Aプランのみ 

●  躯体工事（建物の骨格工事） 
建物の主要な構造体が組み立てられます。仕上げ材

料などで隠れる構造金物のチェックや建物自体に傾

きがないかなど念入りにチェックが行われます。 

●  ほ ぼ 完 成  
　  着工から約４か月経過すると壁や屋根工事が完了し、 

            仮囲いや足場などの撤去が始まり建物全体が姿を現して          

            きます。 

●  外構工事 
ターンテーブル、ウッドフェンスなどの難しい工事か

ら、花壇、洋風ポストまでお客様に合ったエクステリ

アを提案・設置・施工させていただきます。また、完

成お引渡し後、当社オリジナルの記念品をお渡しさせ

ていただき、お客様のこれからの生活をサポートさせ

ていただきます。 

●  上 棟 式  
今まで施工していただいた大工さんとこれから更なる夢

を叶えていくため交流を深めることを目的として、大工

さんとのプレゼント交換を行っていただきます。 

日本では古くから伝わる上棟式を当社オリジナルのもの

としてお客様が主役となってお菓子やお餅などを撒き、

今後の幸せを祈っていただく行事です。 

ターンテーブル 

【規 格】 テーブル直径：4m、4.5m、5.5m ／積載荷重：2.5、  

8.5t ／回転速度：1rpm ／原動機：0.75w、1.5×2  

 電源：AC200V、100V 

【特 徴】　　戦艦大和の砲塔の回転基部の技術から発達した長い歴

史に磨き上げられた技術を搭載。アミューズメント施設

のアトラクションから、モーターショーの演出まで多様

なイベントで使用されている実績あるターンテーブルが

ご自宅に設置可能です。なめらかな回転と、静音性に優

れたターンテーブルです。袋地やＵターンが難しい場所

など様々な用途に向けて是非ご利用下さい。 

 

オリジナル家具 

　　　　　　　　　　　　            　　　     　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【特 徴】    マイホームの設計に合わせてオリジナルの家具を製作い

たします。市販の家具では解消しきれない隙間もなくな

り、扉などの仕上げ、取っ手などもお好みでご指定がで

きるのでお部屋のグレードを更にアップすることができ

ます。まるで高級ホテルの一室のような空間を演出する

ことが可能です。 

オプションプランのご紹介 
 
ホームシアター 

【規   格】 

【特   徴】 

展示例（ガレージ）： 

SHARP AQUOS：80 型／サウンドレシーバー：AVR-X7200 

／センタースピーカー：SC-C11SG ／ 

ブックシェル型スピーカー 

9.2ch（最大 11.2ch）のフルオーディオシステム 

設計段階よりシステムを組込むことで、配線を露出させることな

くお部屋をより広く、音響性に優れたお客様に合ったオリジナル

のホームシアターやオーディオルームが実現可能です。 

【規   格】    お客様に合ったカラー・デザイン・配置での自由な 

　　　　　    設計が可能です　　	

Kitchen 

まだまだ見どころ満載。詳しくは内見会へ！ 

Garage	

Loft 
妥協なく遊び空間いろいろ 

大人の秘密基地で思いっきり楽しもう！ 
	

Living Room 
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GARAGE HOUSE 

楽しめる家 

世代をつなぐ家を 

あなたの街に 

 

■家族の成長に合わせて空間を創る 

子供部屋から両親との同居まで 

ガレージハウスは将来的にご家族が増えた場合にも対応が可能な様に設計段階より増築や改築時に必要な

ライフラインをあらかじめ考慮した設計を行っています。子供部屋が欲しい場合や、ご両親との同居など

家族構成の変更に伴い必要となる間取りの変更や修繕・リフォームなどの改築が可能です。必要に応じて

ガレージエリアを居住スペースに変更することで、バリアフリーな空間を提供出来、昨今高齢化社会で問

題となっている自宅での在宅介護でも、日常生活に大きな変化をもたらすこと無く対応することを視野に

入れたコンセプトハウスです。 

もっと暮らしやすく、もっと楽しく、そして快適な明日へ。  

家と趣味と将来の理想を実現してください。 

増築時のイメージ間取り 

５年後… 

Aプラン Bプラン 現在 
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増築時のイメージ間取り 

■クルマとともに暮らしたい 
愛車とくつろぐ、至福のひととき 

お風呂から愛車が眺められる。いつも愛車を身近に感じていたい。クルマが好きな方なら必ず

わかるこだわり・要望にお応えしたガレージでの居心地の良さを追求した設計です。愛車のメ

ンテナンスに好きなだけ没頭できるゆとりある空間と機能。システムシェルフなどのストレー

ジ用のアイテムを設置すれば、好きなものに囲まれるオーナー専用のギャラリー空間に生まれ

変わります。 

■広がるアウトドアスタイル（Out Door） 
自然を身近に感じ、仲間が集う場所 

アウトドア用品や自転車、ゴルフバッグなど室内に収まりきれないアイテムの収納に困らない。ガレージ

ハウス内に収納スペースを設ければ、クルマへの出し入れもラクラク。見た目も美しく防犯的にも安心で

す。家族や仲間とアウトドアを計画する時も、ガレージがあればすぐに集うことができます。また、ガ

レージ内は音響効果にも優れ、楽器の趣味があれば少人数でのプライベートライブ会場に早変わり。更に

オプションのサラウンドシステムを設置すればクラブのような臨場感溢れるサウンドをお手軽に味わうこ

とができます。 

To		人 生を彩るライフスタイルがある家 



自分を 

表現できる 

インテリア 

 

HAPPY LIFE 

趣味を活かし、共に生きる 

人生を豊かにする空間がここに。 

趣味やオフタイムで充実した暮らしを提案することが出来るのが当社のガレージハウスの

特徴です。今は駐車スペースとして２台使用しているガレージ部分に、将来の家族の変化

により、例えば１Ｆにお子様のお部屋を作ったり、あるいは老後年を取ってから階段が

きついという時には、１Ｆを主要な居住スペースに変更して段差のない生活を作り上げた

りと、年代とともに変化を楽しむ事ができる家がこの建物のコンセプトです。 

ガレージハウスの登場によって、家（住居）の存在が大きく変わりはじめています。 

その時その瞬間に合わせ、より家族に密着した生活空間へ。 

クルマから室内へ,、便利で安心なアクセスができる。 

単にクルマを止めるだけでなく、家族やコミュニティの憩いの空間が生まれます。 

昭島マイアミベース 
ガレージハウス、車、フィギュア、ウィンタースポーツ、マリーンスポーツ  

ミュージック等あらゆるライフスタイルを提供する大人の秘密基地

東京都昭島市 
拝島町 4-16-32 

奥多摩街道 (Okutama Street) 

セブンイレブン  
拝島４丁目店 

東
京
環
状 

1
6 
号 

拝島町交差点 

GARAGE HOUSE 
家族の成長に合わせてカスタマイズできる家 

GARAGE 
H O U S E 



GARAGEHOUSE
家族の成長に合わせてカスタマイズできる家

【お問合せ先】

SHINWAコーポレーション株式会社
〒190-0023 

東京都立川市柴崎町 4-5-1 

K’s 1st BUILDING 2階
TEL：042-524-8991 / FAX：042-524-8992

発行元：SHINWAホールディングス株式会社


