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掛川市 下垂木小島分譲地  販売開始！

8区画でのエフ・ベースの「提案プラン」を
WEBで公開中！

８つの「 提案プラン」の１つをご紹介！

桜木小学校まで徒歩 13 分、全区画 60 坪以上

エフ・ベースからのお知らせ

G O O D  L I F E  w i t h  G O O D  N E I G H B O R S

f b a s e . j p

株式会社金田組さんの開発による「下垂木小島分譲地」は、8 区画での建築を 8 社
の建築会社の中から自由に選べる「建築条件付き」の分譲地。

エフ・ベースでは、皆さまに私たちの家づくりのコンセプトを知っていただく機会として、
8 区画それぞれの敷地の特徴に合わせた提案プランをご用意させていただきました。

コンセプトは、「外と繋がる土間のある暮らし」。「よき隣人たちと楽しく暮らす
コミュニティ」をイメージし、全棟に「広めの土間スペース」を設けたプランとなって
います。

全 8 棟のプランを見てみたい方は、エフ・ベースのホームページで簡単な情報を
入力していただければご覧いただけます。

エフ・ベースならではの、「暮らし 2.0」を提案する
プランをぜひ、ご覧になってみてください！

エフ・ベースの「提案プラン」配置イメージ

売約済

売約済

気の会うお友だちを招いて、
皆んなで楽しむキッチン。
オーブン付きの薪ストーブ
で、本格的な料理も楽しめ
ます。

洗濯→干す→着る
という一連の作業
がこのスペースで
完結できる嬉しい
プラン

土間スペースは、デスクワークと趣味の陶芸
のための場所。ワークデスクは壁に囲まれ
ているので、リモートワーク時も集中して
作業できます。

※下のプランは、女性お一人での暮らし
　を想定したプランとなります。（ ）

コンセプトは、「外と繋がる土間のある暮らし」

※下垂木小島分譲地の販売元は、株式会社 金田組となります

肌寒い朝、いつもより早起きして、薪ストーブで沸かした
お湯でコーヒーをドリップ。手間を楽しみながら淹れた
コーヒーを片手にデッキに出て過ごす、贅沢なひと時。

BBQ などの時に活躍するアウトドアキッチン。家庭菜園で育てた
野菜を、サッと洗ってその場で食べられる幸せ。油で汚れた洗い物
も、外なので周りを気にすることなくしっかりと洗えます。

８つの提案プランを
見てみたい方はこちら

それぞれの敷地に最適化
された提案プランを準備
しています！



特集
新型コロナ・ショックで気づいた、

「おうち時間」の大切さ。

バイクから楽器演奏まで、多彩
な趣味を持つ田中さんが家づく
りの際に最優先したという防音
室。かなり本格的に造ってあり、
夜中にドラムを叩いても全然問
題なし！とのこと。写真は、オ
ンラインでの演奏セッションを
楽しんでいるところ

袋井市・田中邸／ 2015 年完成

楽器演奏とバイクを楽しむ家
#001

P 4 〜 P 1 1

p h o t o :  K E N I C H I R O  K AWA BATA

t e x t :  Y U SU K E  K U B O M I

Let's enjoy at home !

新型コロナウイルス感染症対策で、一気に広まった「自宅待機」や

「テレワーク」。これを機に、家で過ごす時間が増え、今までの暮ら

し方や時間の過ごし方を見つめ直したという人も多いはず。

これまで以上に、家で過ごす時間を心地よく、楽しくと考える人が

増えてきている今、それぞれの人がそれぞれの時間をより充実させ

るために必要なものは何か？・・・改めて考えてみるために、「お

うち時間」にこだわった暮らしを楽しむ 3 人に話を伺いました。

  summer / 2020
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田中さんのもう一つの趣味はバイクいじり。
バイクに関連したお仕事をされていることもあ
り、実益を兼ねた趣味だ。
その趣味のために新築時に設けたのが、バイク
ガレージ。今後はガレージ手前に屋根をかけて
作業時に広く使えるようにしたいと現在エフ・
ベースに相談中なのだそうだ。

また、田中さんの家のリビング横のウッドデッキ
は、袋井市の夏の花火大会を楽しむのには最高の
ロケーション。
このデッキを、エフ・ベースが現在力を入れてい
る半外空間「GOOD-TIME PLACE」にグレード
アップする計画も進行中なのだとか。
エフ・ベースが理想とする「進化し続ける家と
暮らし」を地で行く田中さん。
今後ともどうぞよろしくお願いします！

ご実家も「木をふんだんに使った家だった」とい
う田中さん。家づくりを考え始めた当初は、ログ
ハウスなどを手がける全国展開の住宅メーカーで
検討していたそう。しかし、設計の自由度が低く、

「防音室は無理」との回答が。他の会社も探した
ものの、なかなか防音室をつくれるという会社に
は出会えなかった。
そんな時、お父さんに紹介されたのがエフ・ベース。
エフ・ベース自体には防音室をつくった経験はな
かったものの、現場監理の松本が以前の会社で防

音室の施工を手がけていた経験があり、「ぜひ挑戦したい」
ということになった。
それからは施主・工務店双方で協力して「住宅の中に防
音室をつくる」というニッチな目的のためのノウハウを
研究しながら取り組むことに。そうして紆余曲折ののち、
見事完成したのが前ページの防音室というわけだ。

この防音室は楽器の演奏はもちろんのこと、居住空間
から少し離れたところにあって気持ちのリセットがしや
すいこともあり、現在はテレワークのためのスペースと
しても大活躍なのだそう。

袋井市の花火大会（今年は残念ながら中止）の日は会社
の仲間たちと皆でデッキで楽しむのが恒例になっている

防音室と居住空間の間には防音専用の扉を2枚使っており、
その効果は抜群

市販のガレージに OSB 合板の壁を張り、棚などを取り付けやすくアレンジした使い勝手のいい空間

ネット通販でゲットしたバイクのライトのパーツを
手にする田中さん。これから取り付ける予定とのこと

2015 年完成時の写真。木に包まれたナチュラルな空間

吹抜け２階の窓から心地よい光が注ぐ。
階段の奥は防音扉。更にもう 1 枚の防音
扉を開けたところが防音室

夢を叶えるために探した、「自由度の高い工務店」

#001 楽器演奏とバイクを楽しむ家家で遊ぼう！ Let's enjoy at home !
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summer / 2020#002 本格 DIY工房のある家

菊川市・小原邸／ 2017 年完成

本格 DIY工房のある家
#002

将来は、現在工房として利
用しているこのスペースで
カフェをやってみたいとい
う小原さん。大工の友人が
解体現場で見つけてきてく
れるという古いものが整然
と並び、既にショップのよ
うな雰囲気だ。

新築時にテーマカラーとして設定
した淡いブルーが統一感を生んで
いる小原さんの家。部屋のあちこ
ちに DIY した家具や手作りのも
のが並び、見ているだけで楽しく
なってくる

エフ・ベースのドミノ工法の家は、和でも洋でもない " 器 " のような建物。そこに小原さんの理想
のイメージを加えていくことで、こんなに印象的な外観となった

工房はリビングからすっと出ていける場所にある 裏庭は2匹のワンちゃんたちとゆっくり過ごせる場所

意外と交通量のある正面の道路を通る車に乗る人
から、「ここはお店？それとも・・？」と注目を
浴びているという小原さんの家。
没頭すると、こもりきりになっていることもある
というこの工房で生み出される家具や雑貨たちが、
いつもチラチラと目に入ってくるのだからそう思う
のも無理もないのかもしれない。
実際、今の目標はこの工房のスペースでカフェを
やることなのだとか。
そうなった時は、もちろんエフ・ベースも全力で
応援させていただきます！

DIY した家具のための焼印。小原さんの
活動名「hanasaku8739」とある

思い立ったら、いつでも DIY できる幸せ

家で遊ぼう！ Let's enjoy at home !
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#001

#003 本気仕様のバイクガレージがある家

掛川市・鈴木邸／ 2016 年完成

本気仕様のバイクガレージがある家
#003

家で遊ぼう！ Let's enjoy at home !

鈴木さんこだわりのガレージは、バイクが5台置ける大きさ。
完成当初は合板が張ってあるだけだった壁は、自分で棚な
どをつくって使いやすくアレンジしている。入居当初から、
このスペースは変わらずに使い倒している、そんな印象だ。

それと対照的なのが、ダイニングの隣に設けた、薪ストー
ブのある土間スペース。当初はここにもバイクを置いてい
たが、徐々にバイクはガレージにまとめて、観葉植物を楽
しむスペースになり、今はパレットを並べてダイニングと
の段差をなくし、2 歳の娘さんの遊び場になっている。

家族のライフステージにあわせて柔軟にスペースの使い方
を変えていけるのは、エフ・ベースのドミノ住宅の、間仕
切りの少ない開放的な間取りゆえの使い勝手のよさ。
これからも家族の成長にあわせて、どんな風に変わってい
くのか、楽しみにしています！

バイク仲間の大工さんが鈴木さんの愛車「ラムバン」の床を修理
していた。代わりに鈴木さんはバイクを修理してあげるのだとか

鈴木さんのラムバン（左）とエフ・ベース代表・丸山のラムバン（右）
で記念撮影。左の下屋部分がバイクガレージ

現在、こんな感じで
床を底上げしています

使い倒すバイクガレージと、
変わりゆく土間スペース。

寝ても覚めてもいつも乗り物のことを考えている・・・という
感じの鈴木さん。いつもいじっているバイクに混じって珍しい
SUZUKI 製の自転車が。これもこれから手を入れていくのだとか

入居当時

現在
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掛川市の人気観光スポット「キウイフルーツカ
ントリー JAPAN」の敷地内に、エフ・ベースと
DWELL のコラボレーションによる「くらしのモ
デルハウス」が完成！

お客様との語らいの場「GOOD-TIME PLACE」
と大きな土間スペースを備えた、レセプション
ハウス（お客様を歓迎するための家）としての
役割を兼ねたお住まいです。

ご予約のうえで見学いただき、等身大の住まい
の魅力を感じてみてください！

この秋、新たな「くらしのモデルハウス」が誕生します！

9月中旬にお披露目となる「くらしの見学会」を開催予定。
それ以降は、予約制の「くらしのモデルハウス」として皆様に
ご見学いただける予定です。

「キウイフルーツカントリーJAPAN」
のレセプションハウス

×

 

FBASE × DWELL は、掛川市にて「居心地」にこだわった家
づくりを続けてきたエフベースと、「暮らしづくりのプロ」で
ある DWELL がタッグを組むことで、より住まい手の暮らし
に寄り添う家づくりを実現していくためのプロジェクト。
お客様の生活を豊かにするための半外空間「GOOD-TIME 
PLACE」や、家庭菜園、家具・インテリアなどのトータルな
提案により、「居心地の良い豊かな暮らし」を目指しています。

www.dwell .work

とは？×
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GOOD-TIME PLACE
エフ・ベースのグッドタイムプレース

事務所とモデルハウスに GOOD-TIME PLACE（※）をつくって
以来、おかげさまで、その空間を体感していただいた方か
らご好評をいただき、わが家にもつくりたい！との声をいた
だいています。今回はその中で、既に完成済みのもの〜今後
の工事が決定しているものまでを紹介させていただきます。 

※屋外につくる、屋根付きのキッチン＆ダイニングスペースのことを　
　「GOOD-TIME PLACE」と呼んでいます。

エフベース事務所のGOOD-TIME PLACE

モデルハウスの「デッキ小屋」

「キウイフルーツカントリー JAPAN」のレセプションハウス

家族に寄り添うGOOD-TIME PLACE

HANABI テラス

五右衛門小屋のある暮らし庭先ガルテン

エフベースの事務所に GOOD-TIME PLACE の第１号が誕生。
アウトドアキッチンと、手軽に家庭菜園が楽しめる「コンテナ
ファーム」を備えており、大人数でワイワイ過ごすのに最適な
空間に。不定期でこの空間を使ったマルシェなどのイベントを
開催しています。

掛川モデルハウスのキッチン横のウッドデッキに、木の壁と半
透明の屋根で囲まれた驚きのアウトドアリビングが誕生！外の
心地よさと、壁に囲まれた安心感が絶妙にミックスされたこの
空間の居心地は、おかげさまで見学された方から大好評！ぜひ
皆さんにいちど体験していただきたい空間です。

左のページでご紹介している「キウイフルーツカンツリー
JAPAN」のレセプションハウス。秋には家の南面に、お施主
様施工の GOOD-TIME PLACE が出来上がります。屋根を支え
る柱には、所有する山の杉の木を使います。今後、予約制の「く
らしのモデルハウス」としてご協力いただく予定。お楽しみに！

代表・丸山が、エフ・ベース創業前の前職で家づくりに携わった
築 18 年の家に、「子育ても落ちついてきたので、昔から憧れだっ
た外遊びを楽しみたい」という希望を叶えるための GOOD-
TIME PLACE をつくらせていただきました。これからゆっく
りと成長していくであろうこの場所の今後が楽しみです！

「お酒が好きなので、外にも気持ちよく飲める居場所が欲しい」
というお父さんと、「雨の日でも外で洗濯物を干せる場所が欲
しい」というお母さん、そして「お友達と思いっきり遊べる
場所が欲しい」という中学生の息子さん、家族 3 人それぞれの
要望にパーフェクトに応える GOOD-TIME PLACE が完成！

毎年、袋井市の花火大会の日に自宅のウッドデッキに友人たち
が集い楽しむのが恒例になっているという田中さんのお住まい

（今号の 4 〜 7 ページ紹介させていただいているお宅です！）。
このウッドデッキを今以上に最高の集いの場「GOOD-TIME 
PLACE」にするプロジェクトが始動しました。

お仕事で、自宅と東京を忙しく往復されることも多いというI様。
わが家に帰った時は、豊かな自然を眺めながらゆっくりと過ご
していただきたいという願いを込めて、五右衛門風呂のある小屋
を提案させていただきました。仲間とワイワイする時は、お風呂
セット持参で来てもらい、皆でグランピング気分を満喫！

#001

#002

#004

#006

#003

#005

#007
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【掛川市】

アジア屋台ごはん トムヤム食堂（タイ料理）

アン動物クリニック（動物病院）

樹（おでん）

一風堂（お茶・コーヒー）

掛川ペットサロン（トリミングサロン・販売）

キウイフルーツカントリー JAPAN（観光農園）

きたがわ動物病院（動物病院）

Quelque Chose（木工雑貨・家具）

SAM'S CAFÉ（カフェ・雑貨）

サンゼン（スーパー）

snygg（カーテン・雑貨）

旅とカレーと音楽の店 JAN（カレー）→※左ページで紹介

呑楽炉（居酒屋）

ハウンドドッグ（ドッグサロン・ホテル・販売）

Funny farm（カフェ・バル）

ペットハウス ラフォーレ（トリミング・販売・グッズﾞ）

【袋井市】

犬の美容室 ココロネ（ドッグサロン）

犬の美容室スタイル（ドッグサロン・ホテル）

Café ＆ Bakery げんらく（パン・カフェ）

CAFÉNo.iE（カフェ）

口笛（ドッグサロン・販売）

Dog Salon merry（ドッグサロン）

Dog Salon わんルーム ももこ（ドッグサロン・グッズ）

菜里 Hana Club（フラワーショップ）

ニシオ自販㈱（自動車販売）

Hair freety（ヘアーサロン）→※左ページで紹介

ペットサロン どなるど（ドッグサロン）

Monte Pasto（イタリアン）

【磐田市】

R&Company（パン・カフェ）

の置いてあるショップ

〒 436-0079 静岡県掛川市掛川 1136-4

〒 437-0021 静岡県袋井市広岡 1356-5

【営業時間】 11:30 ～ 15:00 ／ 18:00 ～ 22:00
※コロナウイルス情勢の影響で当面は上記時間で営業いたします。
　詳しくはホームページでご確認ください。

【定休日】 日曜・月曜

【営業時間】 9:00 ～ 20:00
（但し、金曜 ～ 21:00 ／日曜 ～ 19:00）
【定休日】 月曜、第 3 日曜

テイクアウトできます。お気軽に電話でご注文ください！

・バターチキンカレー（マイルド）
・キーマカレー（辛口）
・ドライキーマカレー（温玉付）
・本日のカレー
・ダブルカレー
・スパイス焼枝豆

・シーザーサラダ
・ヤムウンセン
・スパイシーロールタコス
・ジャークチキン
・燻製盛り合わせ
・カレーピッツァ

 ¥1,000
 ¥1,000
 ¥1,100
 ¥1,200
¥1,300
 ¥500

 ¥800
 ¥1,100
¥1,000

 ¥1,000
 ¥1,200
¥1,200

多国籍、スパイス料理、世界のビールやライブ等を
楽しめる、異国情緒あふれる旅心満載の空間です。

ダメージレスや髪を労わるメニュー

を豊富にご用意しております。髪を

傷めやすいグレイカラーもイチゴ

カラーやオーガニックカラー、ハーブ

カラー、ヘナなど自然素材の物を

使用し、お客様に見合った NO 

ダメージメニューをご提案致します。

 0537-24-9655
 g inyushi j in0515

 jancurry.com

 0538-43-1823
 hairfreety

 hairfreety.com

旅とカレーと音楽の店旅とカレーと音楽の店  JANJAN

Hair freety（ヘアーフリーティー）

エフ・ベースの家づくりの考え方を
知っていただくために。

・「間取り＝壁」の呪縛から自由になろう
・スケルトンとインフィルを分けて、空間を自由につくる
・光熱費をかけずに 1 年中快適な家   etc...

こんなことが学べ
る本です

プレゼントのお知らせ

書籍「暮らし上手の家づくり」
（エクスナレッジ刊・定価 925 円 + 税）

をプレゼントしています！
（※在庫が無くなり次第、終了となります）

プレゼントのお申込みはこちらからどうぞ！



有限会社エフ・ベース
〒436-0086 静岡県掛川市宮脇2丁目7番9号
TEL：0537-21-3373　FAX：0537-21-3371　　　　

施工： MOUNTAIN HIGH

モデルハウス  ACCESS MAP
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