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地域にとけこむ舎の暮らし

ゆっくりと、日常を耕す舎

湘南暮らしで夢を実現

ブルースタジオ的賃貸生活レポート

神奈川県藤沢市鵠沼神明。風に乗ってこだまする吹奏楽部の音色。周囲を畑に囲まれた一画に鵠ノ杜舎（くげ
のもりしゃ）はある。『榎の丘に包まれて ゆっくりと 日常を耕す舎(むら)』をコンセプトに建てられた賃貸住宅。そ
こにはご近所付き合いを楽しみ、地域の文化に積極的に触れる―地域住人として生活する人々の姿があった。

家族の " ちょうど良い距離 "

「小さな子供たちが居ると、家で本を読んだり勉強するのが難しくて。かといって会社に着いたら目の前の仕
事に追われてしまう。だから、通勤時間で自分の時間を持とうと思って、あえて東京から遠めの物件を探しまし
た。朝は座るために500円ほど払って特急列車に乗っていますが、自習室代だと思って割り切ってます。帰りは
始発駅なので普通に座れますし、通勤は苦ではありませんね。むしろ、充実しています。」旦那さんは毎朝運動
も兼ねて駅まで歩いているそう。いざとなったら、朝は近くの停留所に10分おきに来るバスがあるので便利。

週末は家族そろって車でおでかけすることが多い川田さん一家。辻堂にはテラスモールや湘南T-SITEがあり、
鎌倉にも車で30－40分あれば行ける。家族連れが楽しめるスポットが近いのは嬉しい。

子供たちが小さい内は、上下階からの苦情が心配でマンションは敬遠していたが、上下階のないテラスハウス
タイプである鵠ノ杜舎はストレスがあまり無いという。子供たちは、階段下に作られた秘密基地で遊ぶことが
多いようだ。「秘密基地は小さければ小さいほうがいい」と奥さん。物件探しで写真を見たときから階段下を子
供たちのスペースにすることを決めていたそう。

また、玄関土間に設けられた旦那さんの仕事スペースもユニーク。リビングと隣り合わせの位置にあるから、仕
事中も子供たちと適度な距離が保てる。

早朝7時。5人家族の大黒柱が家を出る時刻だ。幼稚園に通う長女と1歳9か月の双子に囲まれて暮らす川田
さん一家。旦那さんが朝早く出社するのは、早く家に帰って子供と過ごす時間を作るため。東京に毎日通勤す
るのになぜ、わざわざ藤沢にある鵠ノ杜舎を住居に選んだのだろうか？

地域団らんの場
さて、鵠ノ杜舎のとある１住戸の玄関に「カフェ＆リラクゼーションサロンHome place」の文字が描かれてい
る。ここは元々ご近所に住んでいた柳澤さんが経営する訪問看護ステーション兼カフェスペースである。コー
ヒーの香りが漂う中で、柳澤さんと、川田さん一家、福元さんに、鵠ノ杜舎での生活をお話し頂いた。

柳澤さんは住まいが鵠ノ杜舎の近くにあることから、工事段階から鵠ノ杜舎を見守ってきた。「（鵠ノ杜舎を）
建てている最中に近所を散歩していて、その時に現場の担当の方に声をかけてもらったのがきっかけでした」。
「もともと訪問看護ステーションを開業しながら、地域の子育て世代と高齢者の方が気軽に来られる場所を
作りたいと思っていたんです。」

生後3か月の赤ちゃんが生まれたばかり、まさしく子育て奮闘世代の福元さんは、出産予定日の約1か月前に
鵠ノ杜舎に入居した。子供が生まれたあとも、安心して暮らせる住まいを探していたそう。「内見の時に物件を
ご案内頂いた担当の方から、鵠ノ杜舎にお子さんがいるご家庭があること、住民同士の交流が盛んなことを事
前に聞いていました」。福元さんの予想通り、カフェには子供たちとお母さんたちが自然と集まっている。子供
たちの年齢が近いこともあり、カフェや近所の丘で一緒に遊ぶことが多いようだ。

対談のうちに話は自然と盛り上がり、取材後、川田さん一家と福元さん一家は一緒に、近所の白旗神社の豆
まき祭りに遊びに行くことにしたようだ。１台の車に２つの家族が乗り込み「行ってきま～す。」と声を揃えて出
掛けて行った。

こんな風に「Cafe Home place」はまさしく地域住民の憩い
の場所となった。近所のお母さんや近くの公園から、グランド
ゴルフ終わりのおじいちゃんたちがカフェを利用するそう。

入居開始から早4か月、鵠ノ杜舎は着々と地域に溶け込んで
きているようだ。

神奈川県藤沢市鵠沼神明『鵠ノ杜舎』
構造・規模：木造２階建
専有面積：44.59～63.12㎡
新築竣工年：2017年
第２期工事 2019年1月竣工予定

建築概要

鵠ノ杜舎の住民第一号のIさんは、東京生まれ東京育ち。生粋の都会派だったIさんが夢見たのは、都会の喧
騒から離れた、海の近くでのゆったりとした暮らしだった。そんなIさんが鵠ノ杜舎で夢を実現することになった
のは、東京の勤め先がテレワーク制度を導入したことがきっかけ。

「東京にいた時は夜遊びとか、ショッピングとか、粋なレストラン巡りとかが楽しかったんですが、年齢を重ねる
うちにそういう生活をほぼしなくなりました。それよりも、海でサーフィンしたい、自然のなかにいたい、と思うよ
うになってきたんです。」

理想のライフスタイルを実現するために、湘南エリアに限定して物件を探しはじめたところ、見つけたのが鵠ノ
杜舎だった。最初はあまり本腰を入れて決めるつもりは無かったが、いざ内見の為に現地に訪れて見たとこ
ろ、「絶対ここに引っ越す！」と直感的に決めてしまったそう。

翻訳家のIさんは、週に3日都内の会社に出勤し、残り2日は在宅で作業する。週末は、趣味のサーフィンを満喫
し、終わったらサーフウェアを着たまま車に乗り込み家に帰ってくるのだそう。そんな週末の趣味を通じて湘南
に知り合いが多いIさんは、湘南に住む人々の親しみやすさを日々感じているよう。

「湘南の人はせかせかしていないし、オシャレで、フレンドリーな人が多い気がします。“友達の友達は友達”み
たいな。お店に居てもよく話しかけられます。壁があんまりないですね。」

「海の近くに住んで、在宅ワークして。こんなライフスタイルを叶えたいって、ずっと夢に思っていたんです。」夢
を叶えたIさん。それでも、やりたいことが尽きることはない。「今度は鎌倉のお寺でお茶を習ったり、近くに畑を
借りて自家栽培にチャレンジしてみたいな、と思っています。」

むら
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ビンテージマンションで、リノベーション済み賃貸物件に暮らすAさん
ご夫婦。実はこの物件は、15年前にブルースタジオでリノベーションさ
れたお部屋でした。「終の住処」と思って住宅を手に入れても、お子さ
まの誕生や建物の老朽化で住み替えが必要になる場合も。自宅を賃貸
に出したオーナーHさんと、現在暮らすAさん。今の暮らしにたどり着い
た経緯や、それぞれの暮らしへのこだわりについて話を伺いました。

13年前のリノベ部屋を賃貸に。
住み手が変わると、空間も変わる。

CLOSE-UP

住んでいた家の契約更新を機に新しく家を探し始めたAさんご夫婦。条件は「広いワンルーム」で、「自分たち
の雰囲気や感性にあう」物件。必然的に、ピカピカの新築よりもビンテージ感のある中古のリノベーション済
みマンションを見に行くことが多かったそうです。
何件か見た後に見つけたのは、甲州街道沿いながら、窓の外には遊歩道のあるのんびりした雰囲気の中
古マンション。1969年に建てられた古い物件でしたが、希望通り60平米のワンルームで、サイザル麻の
カーペットや木毛セメント板の天井、一段上がった黒いキッチンなど、見れば見るほどディテールにも心を
奪われたと言います。さらに収納も充実。洋服好きな2人のワードローブもしっかり入ります。「こういうのが
よかった！」と、即入居を決意されました。
ご夫婦の共通の趣味は「植物」。ベランダで植物を育てるだけでなく、室内にはドライフラワーのブーケや
奥様が生けた生花があちこちに飾られ、独特の世界観があります。

賃貸探しで出会ったビンテージ感のあるワンルーム

賃貸ですが、壁の一部を自由にペイントできるようになっており、奥様が自分の感覚にあうように塗装して
います。思い立ったときに、配色やはけ目を変えて何度も重ねて塗り、そのときの気分に合う空間を作り出
しているようです。キッチンにも有孔（ゆうこう）ボードをとりつけて、自分たちらしくカスタマイズして暮らし
を楽しんでいらっしゃいます。
リビングにはオーナーのHさんが残していった120インチのロールスクリーンとプロジェクターがあり、夜に
はご夫婦で映画を見ながらのんびり過ごすこともあるそう。オーナーのHさんのこだわりを引き継ぎながら
も、Aさんご夫婦らしく住みこなしていらっしゃいます。

気分に合わせて暮らしをカスタマイズ

Hさんご夫妻はこの部屋を大変気に入ってくださり、12年ほど住んでいましたが、 お子さんができ、さらに
老朽化で建て替えの話が出てきたため、引っ越しを決められました。今は北鎌倉の中古の一軒家に住んで
いらっしゃいます。
設計した当時は、ここまで広いLDKの部屋は多くはなく、“斬新なリノベーション”でしたが、今となってはそ
れほど珍しいものではありません。一見「将来賃貸に出すときに貸しにくいかも」と思うリノベーションで
あっても、意外と時間が経てば人の価値観も変わり、多くの人に受け入れられるようになるものです。
以前と今を見比べると、同じ空間とは思えないほど違う世界観ですが、それぞれクリエイティブに自分たちらし
く暮らしていらっしゃるHさんご夫婦と、Aさんご夫婦。住む人が違うと、空間もこれほどまでに変わるのです。

戸建に住み替え、マンションは賃貸へ

実はこの部屋、13年前にオーナーであるHさんご夫婦の依頼でブルースタジオが設計しました。Hさんご夫
妻の要望は、「ベッドに寝っ転がりながら、大画面でテレビゲームや、映画を見たい」ということ。そこで広
いLDKに、回転扉を閉めると個室にもなる寝室を作りました。回転扉を開けるとスクリーンの大画面をベッ
ドから見ることができます。また、寝室の廊下側の壁を開くと、サニタリールームとつながり、ホテルライクな
マスターベッドルームにもなります。

2005年 （オーナー入居時）

13年前にリノベしたオーナー夫婦のこだわり

Vol.07
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ブルースタジオがつくる“住まい”や “ 暮らし”、それにともなうイベントなど、
2 0 1 8年度前半の出来事をご紹介します。

ブルースタジオのお膝元・東中野で、母娘２世代に渡ってお店を営むお花屋さん
『On Flowers』がリニューアルオープン。新店舗は「街の日常に寄り添う場」とし
て店内にカフェを併設。香ばしい珈琲の香りに囲まれた空間で、くつろぎの時間
と、対話を楽しみながら、シーンに沿った花を選んだり、ユニークなワークショッ
プに参加することができます。

TimeLine

ユクサにて、
「DIYとバーベキューと体験宿泊と」

イベント開催

ペットの待つ我が家 『luce』竣工

こどものための多世代交流基地 『AGITO』開設

「パティオ久が原」は駅徒歩15分という距離にに位置す
る賃貸住宅。これを東京ディフェンス株式会社ととも
に、住戸の１室を改修し、コモンスペース「AGITO」とし
て開設しました。コンセプトは「こどものため多世代交
流基地」。子育て世代の多い賃貸住宅のエントランス
に、こどもが日常的に楽しく使えるコモンスペースを
設けることで、多世代の時間が重なり合い、自然な交流
が育まれることを狙っています。完成直後のお披露目
会では、入居者家族みんなで当施設を実際に使いなが
ら、楽しめるイベントを開催しました。

「ペットと共に快適に暮らす」がコンセプトのリノベーション賃貸『luce(ルー
チェ)』が渋谷区幡ヶ谷に竣工。共用庭にはペット専用足洗い、玄関ドアにはリー
ドフック。室内の床は柔らかいパイン材を使いウレタン樹脂仕上げ。都心の賃貸
暮らしでも、こだわりの空間でペットと共にのびのび暮らせる工夫が随所に盛
り込まれています。

花屋カフェ『On Flowers』
リニューアルオープン

共用部リノベーション

既存建物活用店舗デザイン

4 5 6
DA IKENとコラボレーション 新製品開発

まちのこども園 レッジョぜんぶ展 開催

LANDL IFE調布国領

20 8号室竣工

BS朝日「緑のコトノハ」放送

『RAY』 竣工
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4.2 -   日本経済新聞 「人間発見」 （新聞）

主な掲載メディア
2018 .04 -2018.09

4.5　  SHONAN G a r d e n  （W e b ）

4.23　 B S朝日「緑のコトノハ」 （ T V）

4.28   商店建築 （雑誌）

4 .28   S U UMOリフォーム  （雑誌）

5.15  L i V E S  （雑誌）

5.24   H OME ’S  P R E S S  （W e b ）

6.1  　 新建築  （雑誌）

6.14   リライフプラス  （雑誌）

7.17　  B RU T U S  （雑誌） 

7.14    L i V ES  （雑誌）

7.16  全国賃貸住宅新聞  （新聞）

7.17    リフォーム産業新聞  （新聞）

7.19   マンションリノベーションアイディアブック（書籍）

7.20    一年ごとに世界が変わるこどもと一緒の東京ガイド （書籍）

7.27    S U UMO  （W e b ）

8.8     L I M I A  （W e b ）

8.15    B R U T U S  （雑誌）

8.24    O C E ANS  （雑誌）

9.15    リライフプラス（雑誌）

9.1     新建築 （雑誌）

After

Beforeユーミーらいふとブルースタジオが手がけ「まちとシェアする賃貸住宅」が
コンセプトの「nezasu house（ネザスハウス）」第４弾。建物が面する高砂
（たかすな）通りには昔ながらの松林が続き、別荘地として栄えた茅ヶ崎の
風景を色濃く残す場所。子どもたちが駆けまわる広場には、まちの人々の暮
らしと笑顔が広がります。広場に面して立ち並ぶのは、高砂らしい悠閑な日
常を彩る店舗たち。あたらしく茅ヶ崎に暮らす人も、むかしから茅ヶ崎に暮
らす人も、憩いくつろげる “まちの広場” が誕生します。

『Palm lounge』オープン

湘南・藤沢 鵠ノ杜舎 第２期の「棟上げ祭り」開催

【ブルースタジオ不動産】

売却・住み替えお金についてまるごと学ぶセミナー開催

『T-F l a t』 竣工

『ユクサおおすみ海の学校』グランドオープン！
開校レセプションパーティーも開催

設計およびプロモーションを手掛けた店舗
「NATURIM」がオープン

まちの広場をもつ茅ヶ崎の複合施設 『たかすなヴィレッジ』竣工

廃校活用による大隅半島スローツーリズムの拠点、体験滞在型宿泊施設 『ユ
クサおおすみ海の学校』が7月1日に開校しました。
7月15日には、地域の皆さまや、クラウドファンディングによって全国からサ
ポートしてくださった方々のほか、プレス・メディア関連各位をご招待し、開
校レセプションパーティーを開催！大隅半島の豊かな食が楽しめる一夜とな
りました。この日に合わせてブルースタジオの社員研修も実施。詳しい内容は
裏表紙をご覧ください！
これまでにも地域再生プロジェクトを数多くご相談いただいていますが、今
後も多様な地域の方々と、このような取り組みを一緒に進めていきたいと考
えています。

2018年9月に、マルイファミリー志木にオープンした、暮らしを彩る雑貨を
扱うお店「NATURIM（ナチュリム）」。物販だけでなく親子で体験できるワー
クショップの実施も通して、くらしをもっとワクワクさせるモノ・人・文化
との出会いの提供をコンセプトとしています。
運営は、埼玉とその近郊エリアを拠点とする暮らしの総合窓口、株式会社マ
イタウン。ブルースタジオでは、店舗内装設計の他、ウェブサイトの企画デザ
インおよびワークショップ企画を含むプロモーションを手がけました。
オープニングには「イニシャルフラワーDIYワークショップ」を開催。参加枠
は事前に満席になり、当日飛び入り参加もでるほどの盛況な開店となりま
した。

既存建物活用

地域再生・廃校活用 店舗内装設計・プロモーション

7 8 9
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TOWN MANAGEMENT
リノベーションまちづくり

中心市街地や商店街の活力低下や地域社会との繋がりの希
薄化が叫ばれるようになった時代。まちの至る所に存在する
空き家に、新たな役割を吹き込むことによって、アクティビティ
を生み出すこと。その営みが人 と々地域社会が繋がるきっかけ
になり、まちに活気が生まれていく。それが、ブルースタジオ
のリノベーションまちづくり。かつてその場所に存在した記憶・
歴史・人の営みを再生し、次世代へ使い繋いでいきます。

「団地」再生

長きにわたり周辺地域の人びとから親しまれてきた
緑深き団地。その環境は、もはや住環境という単機
能を超えた「都市公園」です。その公共性をふたた
び地域社会に見出し、次世代コミュニティとしてリ・
デザインします。

既存事業用建物のリノベーション

不動産価値の本質は、敷地境界線の内側や建物にはなく街にあります。街の活力が不動産価値の根源で
あるとすれば、不動産（建物）ストックの有効活用とは建物の性能面の再生のみならず、人を巻き込む力
の再生まで見据える必要があります。必要なのは、事業主だけではなく利用者、入居者も含めたすべての
関係者が「当事者意識」を共有し、場の価値を高めようとする力。これを生み出すのは、明確な場のビ
ジョンと「物語」です。

ARCHITECTURAL DESIGN

「新築」 建物企画・設計

建物を建てれば借り手・買い手がつく時代は既に終息して
います。これからは建築よりも、どのように運用するか、経
営の感覚が問われる時代です。共同住宅・オフィスの商品
企画のプロセスで大切なことは、時間の蓄積を劣化ではな
く、“価値の蓄積”に変えること。長期的に競争力を持たせ
るために、「物」ではなく「物語」が必要です。

BEFORE AFTER

木賃再生

現代社会のニーズから取り残され老朽化した木造
賃貸アパート。入居者の高齢化や都市防災の観点
からも問題視されているこの住環境も、今育ちつつ
ある「住みこなす暮らし」に対する価値観から見れ
ば、可能性に満ちあふれた宝の山です。

* 木賃＝木造賃貸

私たちは物件のバリューにとって大切なものは「物語 」だと考えます。

物・事・時間のデザイン。

そのシナジーが「 物件 」を「 物語 」に変えます。

SHOP DESIGN
店舗デザイン

オーダーメイドの空間デザインノウハウと、場に物語を与え
るブランディング力。これらを活用し、店舗プランニング、
内装デザイン、VI計画（ビジュアルアイデンティティ）、CI 計
画（コーポレートアイデンティティ）まで、事業目的に合わ
せてトータルに最適な提案を行います。

OFFICE/INTERIOR DESIGN
オフィス・インテリアデザイン

日々アイデアを創出する場であると同時に、クライアントに
対して最も効果的なプレゼンテーションツールとなるオ
フィス空間。機能性と創造性を兼ね備えるオンリーワンの
デザインが求められます。多様な空間デザインの実績と経
験を生かし、コーポレートアイデンティティを最大化する
サービスを提供します。

RESTRUCTURING PUBLIC FACILITIES
公共施設再生

美術館や競走馬の調教場など、公益に資する施設の再生
は、建築よりも、施設が継続的に利用されるための仕組み、
および共感のデザインに本質が存在します。クライアント
の事業目的を詳細にヒアリングし、マーケットをリサーチし
た上で、社会性豊かなメッセージを込めることで共感のデ
ザインを叶えます。

SCENE & LANDSCAPE

シーン & ランドスケープデザイン

福島県天栄村にある競走馬育成牧場『ノーザンファーム
天栄』。総域45ヘクタールの牧場全体の世界観の再構築
を担当。デザインコードを与え、建物・ランドスケープを設
計するほか、サイン計画からその空気感までもデザインし
ています。

BUILDING RENOVATION

DESIGN CONSULTING & CREATIVE DIRECTION

デザイン監修&クリエイティブディレクション

企画において定められたコンセプトを、設計・工事・
販促・運用の各段階において一貫性を持って確実に
フィードバックすることが重要です。コンサルティン
グからクリエイティブディレクションに至るまで、プ
ロジェクトに応じて柔軟に、包括的かつ客観的な
ディレクションを提供します。

MARKETING & PROPOSAL

マーケティング& 企画

「エリア」と「ニーズ」の両面から行なう精緻なマー
ケティングにより、新たな視点で不動産のポテン
シャルを見極め、その場所・その時代に最も合致す
る使い方は何かを分析。コンセプトの立案、建築計
画、デザイン、プロモーションから事業収支まで、
トータルに企画提案を行います。

BRANDING & PROMOTION

ブランディング・プロモーション

ブランディング・プロモーションの力とは「ストーリーテリング」の力。共感者を得るため、プロジェクトの背景
に眠る文脈から商品の魂を導きだし、物・空間に物語を与えます。マーケティングから設計、デザイン、そしてプ
ロモーションまでを一貫して手がけることで、紡ぎ出された物語を人々の心まで届けることができます。

西調布一番街つくるまちプロジェクト （2014）

那須高原 藤城清治美術館 （2013）

都町ハウス （2014） ホシノタニ団地 （2015）  2016 年度グッドデザイン金賞受賞

SodaCCo （2015）

QUANDO （2017）

キクデンインターナショナル （2017）

On F lowers （2018）

『稜文舘』 Webサイト 『稜文舘』 スタンプラリーイベント

ノーザンファーム天栄 （2013）
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建築・環境デザイン

マーケティング・企画・広告 不動産仲介・賃貸物件管理



LEASING MANAGEMENT
リーシング・管理

ブルースタジオで改修した物件価値を実証し継続させるため、仲
介（リーシングマネジメント）および管理（プロパティマネジメン
ト）も行います。継続的な収益性・市場性保つため、管理というか
たちで、建物に流れる「時間の価値」をマネジメントします。

DETACHED HOUSE

戸建住宅のリノベーション

家族で長く過ごした「家」の記憶を大切に、今の暮らしにちょ
うどよい住まいへ。建物の耐震性、劣化等の調査、省エネ・断
熱にも対応するほか、ランドスケープや外構など外とのつなが
りもふくめて設計します。

DESIGN YOUR LIFESTYLE!

中古 + リノベーションのワンストップ･サービス

個人のお客様向けに、中古購入からリノベーションまで、ワンストップでお手伝いします。
住まいのデザインは「不動産探しの時点でスタートしている」と考え、市場にある膨大な不動産情報の中からその人にとっての最適な物件を
選択。そして理想の生活、資金計画、今後のライフプラン、さらには住み替えを考える場合は売却・賃貸化するのかなど、住まいに関して横断
的にコンサルティング。予算・立地・広さ・築年数など多岐にわたる要素を“編集”し、その方にとっての理想の住まいを導き出します。フル
オーダーサービスでは、オリジナルのコンセプトをもとにゼロから世界観を作り、より自由で豊かな住空間を実現します。

以前から住み慣れた閑静な住宅街で、木造3階建の新築の戸建を購入し、リノベー

ションを選択したKさんご夫婦。決められたプランから、暮らしに合わせたオリジナ

ルの間取りに変更しました。贅沢な吹き抜け、見上げるとロフトの小さい小窓。ロフ

トから顔を出せば、料理をしながら会話をすることもできます。細部にまで拘った

機能とデザインを満たしたキッチン。好きな素材や色に囲まれたLDK。

テーマは「MANISH」無駄を削ぎ落とし、シンプルに構成されたプランに、男性的な

力強いシックなトーンの中に女性的な柔らかいカラーや曲線を空間に取り込みました。

新築戸建リノベーション

マンション/フルリノベーション

定額制セレクトオーダー型リノベーションサービス

間取りはクライアントのライフスタイルに合わせた自由設計。素材や
設備は暮らしにこだわるお客様から選ばれてきた定番から好きな素材
やオプションを自由に選択できます。シンプル・スピーディ・リーズナブ
ルにフルリノベーションを実現します。

RENT & SALE

不動産の売却・賃貸化

ライフスタイルの変化によって、大切なお住まいが暮らしに
フィットしなくなることも。自社設計物件にかぎらず、想い入れや
愛着のある物件を惜譲される方、リノベーション向きな物件等
をお持ちの方に対して、不動産本来の価値をしっかり見出して適
正な価格での、売却・賃貸化をお手伝いします。

個人邸最新事例

manish

mi n ima l / t o n e/c h i c

Condominium Renovation, June 2018

Design: Ryoma Tsukagoshi

Location: Suginami-ku,Tokyo

Floor area: 70.46m

Contracter: SIGMA TECH

Photos: Kenya Chiba

渋谷駅から徒歩圏内でありながら、窓の外に視界が抜けるビンテージマンション。

旅行や出張で、世界中の様々な場所を訪れているEさん。家づくりにあたって、好き

な土地を起点にデザインを考えていきました。

友人が訪ねてくるLDKは、パブリックスペースとして白を基調としたシンプルな空間

に。一方、寝室やクローゼット、水周りは、Eさんが世界各国で見てきた「色」を取り

入れました。舞台裏のような半円のクローゼットは、中東をイメージさせる鮮やかな

ピンク。寝室はEさんが好きな濃いブルー。洗面もブルーですが、寝室とはニュアン

スを変えて。パブリックとプライベートは、仕切り扉で切り替わります。

家電やストックも収納できるキッチン、革で作った取っ手、大容量の玄関収納など、

細部までこだわりが。中国のカーペットやカンボジアのブッダ像など、旅先で見つけ

た小物がつくる、旅と日常が交差する空間です。

Switch

旅と日常

Condominium Renovation, October 2013

Design: Takeshi Ishii, Kosei Ishibashi

Location: Shibuya-ku,Tokyo

Floor area: 52.67m

Contracter: M-cube

Photos: Yoshiyuki Chiba
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家づくり・家探しに役立つ
　　　　限定の情報を配信中！LINE @

ご登録

こちらから！
は、

大家さんは、古くから地域に根ざす農家さん。大地を耕し緑を育んでき
たように、これからは、住む人・まちの人々と暮らしを共に育みたい。そ
んな想いが詰まった、賃貸共同住宅が今年12月に完成します。

共用庭には、大家さんが営むファームで採れた新鮮な果物や野菜、珍し
い植物の並ぶショップが不定期に訪れるほか、実のなる木 ・々草花に
溢れた広場や雑木林の木陰など。緑がつくりだす様々な居場所が、移
ろう時間や季節と共に暮らしを豊かに彩ります。
東急田園都市線「鷺沼」駅徒歩６分。10月より入居募集開始。

鹿児島県大隅半島をまるごと楽しむ！　　　　　　　　　 がオープン！
ブルースタジオ全員で企業研修を実施しました！

お問い合わせ

緑と織りなす暮らし「GREEN BASKET」

ブルースタジオが旧菅原小学校をリノベーションした宿泊施設です。元校長室の個室や、ドミトリーに生まれ変わった教室に泊まれます！食事処「饗さ
のぼい」や大隈の特産品を販売する「家苞」、シルクスクリーン印刷が体験できる「suddo/」など、大隅半島をまるごと楽しめる施設となっています。

blue studio Activity

coming soon

「日常」に価値を見出すツーリズムで地域創生をめざす、廃校を再生した
体験型宿泊施設 『ユクサおおすみ 海の学校』が7月1日に開業しました。
そしてオープニングに合わせて、ブルースタジオ全社員で『ユクサおおす
み 海の学校』を訪れ、企業研修を実施しました。

研修テーマは「当事者になる」。大隅半島のツーリズムを発明することを
目的とし、地域に何を残すことができるのか。施設に何を提供することが
できるのかを考えました。

短編ドキュメンタリー
 『なみのうず』

YouTubeにて「katasudde」で検索！

「ユクサおおすみ海の学校」ってこんなとこ！ プロモーションビデオ 映像制作：脇村映像

施設の詳細やお問い合わせは↓
https://www.yukusa-ohsumi.jp

『研修旅行PV』

　校長室 　ドミトリー 　食事処「饗さのぼい」
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