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イベントレポート

「暮らす」「働く」を近くに。
郊外で自分らしい暮らしをかなえるには

CLOSE-UP Vol.08

「郊外＝ベッドタウン」ではない

「郊外」にイメージするのは、同じ建物が並ぶベッドタウン、満員電車に揺ら
れて都心の会社に通うライフスタイル。一方、ここ20年ほどで働き方は多様
になり、都心と郊外を結ぶ交通網も便利になっています。

「郊外にはたくさんの余地が残されているんです」と、企画・設計を担当した
ブルースタジオの大島芳彦。「住むだけでなく働く場も郊外に共存できれ
ば、必要なときだけ都心の会社に行く『オンデマンド通勤』が可能になった
り、暮らしのあり方自体が変わるはずです」。

「ネスティングパーク黒川」が位置するのは、各駅停車のみ停まる小田急多
摩線の黒川駅前。この10年で昼間人口が2倍に増え、子育て世代が増えて
いるエリアです。古くからの宅地団地には仕事をリタイアした富裕層もいる
など、幅広い世代が共存しています。

「自然豊かな環境を生かして、ここにバンガロー村のような場所を作ろうと
考えました。仕事ができるコワーキングオフィスやカフェがあって、森で焚き
火を囲んで打ち合わせもできる、そんな場所を駅を出てすぐのところに実現
します」。世代をつなぎ、職住が近接した新しいワークライフスタイルに期待
が高まります。

サテライトオフィス、テレワーク
……働き方改革で郊外が復活！

「SUUMO」編集長の池本洋一さんは、郊外で暮らしながら多様な働き方を
実践する事例を紹介。「海の近くに住みたい」と、都内の企業に所属しながら
和歌山にサテライトオフィスを立ち上げた人。朝、集中したい時間だけ自宅で
テレワークで行う人。社長自ら子連れ出勤を実践している例など、新しいワー
クスタイルが紹介されました。

「サテライトオフィスを活用する企業が増えれば、子育てしやすい郊外で暮らし
ながら東京の企業で働く暮らしも実現しやすくなる。『働き方改革』が各企業で
進んでいるからこそ、郊外が復活する可能性が出てきたのかもしれません」。

新しい働き方の導入はまだまだ課題が多いものの、今の採用市場では働き
方改革を進めなければ良い人材を採用できないからこそ、発展が予想されま
す。都心の住宅価格の高騰や保育問題もあり郊外に移る動きは出ています
が、「まだ特定の街に限られた状況。だから『ネスティングパーク黒川』のトラ
イアルは楽しみですね」と池本さん。

郊外で起業、「ママの幸せ」を街の幸せに

続いては郊外で新しい働き方・暮らし方を実践している方が登壇。一人目
は、愛知県岡崎市で惣菜店「wagamama house」の代表を務める中根利
枝さんです。

普通の主婦だった中根さんは育児や農業を通して社会の将来を考えるよ
うになり、「リノベーションスクール」参加を機に起業を決意。「店を始めた
かったというより場所がほしかったんです。理想は自分たちで“選べる”食・
仕事・教育。ほしい暮らしを“わがまま”に選んで、『人生は素晴らしい』と言
える大人が増えたら、子どもたちの未来もきっと幸せになると思って」。

場所は岡崎の市街地。郊外にショッピングモールができて寂れてしまったエ
リアで、開業当初はなかなか人が集まらなかったそう。しかしお店が軌道に乗
り始め、いきいきと働く主婦、場所を使ってコンサートやワークショップ、子ど
もの学習塾を開く人など、思いを共有する人が集う場になっていきました。

「都会に行かないと手に入らなかったものも、自分の街で表現してくれる人が
いるんだと実感しました」と中根さん。「街づくりをしよう」と大きく構えなくて
も、「ママが輝いて家族が幸せになれば、街は自然に幸せになっていくと思い
ます」と語ってくれました。

自分の興味と「世の中のために」を
軸に仲間を集めて

神奈川県川崎市で一般社団法人「カワサキノサキ」を立ち上げた田村寛之
さん。きっかけは、自身が川崎に抱いていたネガティブな印象に向き合うた
めでした。「ゴミ拾いのボランティア活動を始めてみたら、ファミリーから
ホームレスの方まで多様な人が集まってくれて。続けるうちに街が好きに
なっていきました」。

街に関わる中で出会ったのが、川崎で地場野菜を作る同年代の農家。彼ら
が主催する「農園フェス」にチーム作りから関わって約2000人が訪れるイベ
ントに成長させ、武蔵小杉駅でマルシェも開催しました。元米軍基地消防
士の経験を生かし、多摩川の水で飲料水を作って火を起こすイベントや、
区役所で子ども向けの防災訓練も実施。

「防災を通して、山も川もあるこの街を好きになってほしくて。内容はバラバ
ラですが、自分が興味があって世のためになることを軸にいくつもの名刺を
持って、だんだん事業化していきました」。

現在は「ドヤ街をドア街へ」と、簡易宿泊所が集う一帯のエリアリノベーショ
ンに取り組んでいます。「僕にスキルはないけれど、仲間を集めて彼らの情熱
に火をつけることはできる。その役割を世の中のために使っていけたら」と
話してくれました。

イベントの後半は、「選ばれる郊外」をテーマにパネル
セッションが行われました。登壇者４名が考える「新
しい郊外」とは？続きはぜひネスティングパーク黒川
のウェブサイトよりご覧ください！
URL http://nestingpark.jp/eventreport_kougai0314/

東京近郊の住宅事情に詳しい「SUUMO」編集長の池本洋一さん

中学生と高校生、2人の男の子のお母さんである中根利枝さん
が開いた「wagamama house」。

田村さんが関わるプロジェクトの１つ「農園フェス」。

郊外の新しいライフスタイルを提案する「ネスティ
ングパーク黒川」。2019年5月のオープンに先がけ
て、3月14日に「郊外の新しい暮らしと働き方」を
テーマにトークショーが開催されました。 

ネスティングパーク黒川は、子育て中ママやリタイアし
たシニア層などが、日常の生活環境の中で、仕事や小商
いなど、自分らしく「働く」に挑戦できる場所。ベッドタ
ウンだった郊外に、働く場所ができることで、多様な「生
き方」「働き方」が生まれ地域が活性化することを目指
しています。

「ネスティングパーク黒川」を紹介するブルースタジオ大島芳彦

池本 洋一さん

登壇者

中根 利枝さん 田村 寛之さん 大島 芳彦
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ブルースタジオが手がけた4つのプロジェクトが、
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。

NEWS

その名の通り喫茶店とランドリーを融合させたスペースなのだが、その実際はイベントスペー
スであり、地域の公民館のようでもあり、今までにないスペースだけに言葉で形容することが
難しい。流行りの言葉で言えばサードスペースということになるのだろうが、それともやはり
ちょっと違う。子供がいるかと思えば老人も学生も主婦もサラリーマンもいてまさに多様な
人々が自然と集まってくる場所になっている。だからといって彼らが交流しているかといえ
ば、そういう訳でもなく、逆に自分とは違った人がいても放っておいてくれる場所。多様で寛
容という現在最も必要でデザインすることが困難な空間を見事に実現させている。

事業主体名　株式会社グランドレベル
受賞企業
株式会社グランドレベル (東京都) 
株式会社ブルースタジオ (東京都) 
石井大吾デザイン室一級建築士事務所 (千葉県) 
URL  http://kissalaundry.com/

審査員講評

審査員講評

審査員講評

墨田区千歳の住宅街にオープンした、洗濯機やミシン、アイロンなど
もある喫茶店。築55年の建物の１階、元は手袋の梱包作業場として
使われていた空間をリノベーションしました。

グッドデザイン ベスト100　特別賞 グッドフォーカス[地域社会デザイン]賞

グッドデザイン賞 入賞

首都圏郊外に建つ、デッドスペースを「エンターテイメント」に変えることで生
まれ変わった戸建リノベーション。一見すると「ネガティブだらけ」な条件を、
新しい時代に向けた「郊外暮らし」を見据え、「見立て」を変えることで格好
の好条件としました。

生活に必要な設備、インフラ類をコンパクトに凝縮し、設計・施工を容易にし
たユニット。LIXIL社とブルースタジオが共同開発を行い、現在は「ユクサおお
すみ海の学校」に設置されています。

長い階段のある旗竿という特殊な敷地条件を逆手にとって、そこを地域交流
の場として生かそうとしているのが良い。ただ単に中古住宅をリノベーション
するだけではない、新しい価値を生み出している。中古住宅の改装もオープ
ンな間取りにして、改修前とまったく違う雰囲気のものになっていそうである。

戸建リノベーション住宅

丘の上の大きな家
-HOWS Renovation 横浜荏田北の家-

住環境に必要な水回りやその他、換気、エアコン、照明、電気、給排水な
どのインフラを一挙に担うことが可能なオールインワンユニットという考
え方の新規性を高く評価。技術的にも建築本体からの制約を受けにくく
するためにポンプシステムを取り入れるなどの工夫が随所に見られ、ユ
ニットとして施工性が高められている点も素晴らしい。被災地の仮設住
宅や、使用されなくなった公共施設のコンバージョン、その他一般的なリ
ノベーション物件など、昨今のリユース需要に寄与しうる社会的意義の
高い製品である。

住宅設備ユニット
LIFE CORE

認定こども園（保育所型）
まちのこども園 代々木公園

喫茶店
喫茶ランドリー

戸建て住宅部門 浴室・洗面・水回り部門 地域・コミュニティづくり部門

商業のための建築・空間・サインシステム部門

事業主体名　株式会社リビタ
受賞企業
株式会社ブルースタジオ (東京都) 
株式会社リビタ (東京都) 
URL http://hows-renovation.com/forsale/edakita1/

審査員講評

代々木公園の中にたつ認定こども園。「まちぐるみの保育」を提唱し地域にひ
らかれた保育園・こども園を運営するナチュラルスマイルジャパンが運営して
います。

20世紀型プラットフォームから、こども教育の次なるフェーズとしての実証例
だと考える。編集的な立て直しが必要な時代。社会課題を目の当たりにした
時、仮説から実験的な要素まで、課題解決とその方法論を此処では上手く
組み立てられているように思う。公共公園の活用、待機児童と人口減少、次
世代の保育研究、歴史と民俗性など、私達が取り戻さなければいけない野生
の感受性は、この様な複合的な要素によって開かれていくのではないだろう
か。公園に放たれた開放的な空間は、子供達にとっても、眺める側にとって
も、心地の良い問いかけを投げかけてくれている。

事業主体名　ナチュラルスマイルジャパン株式会社
受賞企業
株式会社ブルースタジオ (東京都) 
ナチュラルスマイルジャパン株式会社 (東京都) 
URL　https://machihoiku.jp/yoyogikoen/

事業主体名　株式会社LIXIL
受賞企業
株式会社LIXIL (東京都) 
株式会社ブルースタジオ (東京都) 
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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、
2018年度後半の出来事をご紹介します。

外国人投資家が購入した築約20年の高級賃貸住宅。大
規模修繕を機に、共用部のバリューアップ工事を行いまし
た。周辺エリアの開発により取り残された印象を与えてい
た本物件。植栽が密集して暗く、自転車置き場などの共用
部も雑然としていました。そこで周辺環境に合うよう外構
を整備し、入居者の利便性を高めるよう共用部をデザイ
ン。また日本のマーケットに不慣れな外国人オーナーに対
して、コンサルティングを通して、ローカルな価値を提案し
改修を行いました。本物件は部屋が空くごとに新たに改修
を行っている長期プロジェクトです。

この一年を代表するリノベーション作品を選出する、リノベ
ーション協議会主催「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2018」
において、ブルースタジオより『MANISH』が1000万円未満
部門最優秀賞を、『喫茶ランドリー』が無差別級部門最優
秀賞を受賞いたしました。

TimeLine

湘南・茅ヶ崎『たかすなヴィレッジ』

クリスマスの点灯式が開催

リノベーション・オブ・ザ・イヤー2018で
『喫茶ランドリー』と『MANISH』が
部門最優秀賞を受賞

住宅用建材メーカーDAIKENとコラボ。
リノベーションに特化した新商品を開発

住宅用建材の大手メーカーであるDAIKENと、リノベーションに特化した新商品を共同開発。ま
た、コンセプトブックも制作し、新たな客層に情報を届けるところまでをサポートしました。本プ
ロジェクトは、オリジナルの個人住宅やマス向けの賃貸物件だけでなく、ニッチな不動産商品を
手がけてきたブルースタジオのこれまでの実績を生かして実現したものです。

昭和59年築のバスガイド向けの社員寮だった本物件。バスガイド廃止
後は、賃貸住宅として利用されていました。築30年以上が経ち、老朽化
と空室が目立つようになったのを機に、大規模修繕を含むバリュー
アップ工事を実施。外構および全26室中の空室８室を改修した結果、
改修した住戸の賃料アップが実現。かつ竣工から２ヶ月という早さで
８室が満室になりました。その後も空室が出る度に占有住戸の改修が
続いています。

広尾『チェルシーガーデン』室内改修と共用部のバリューアップが完了

久我山の閑静な屋敷林の一角に佇む
賃貸住宅『宮前アパートメント』が竣工

商品開発コンサルティング

NEWS既存事業用建物改修

10
熱海『陽明館』が
国の登録有形文化財に

リノベーション賃貸住宅 『flat空』竣工

2018年度グッドデザイン賞で4物件が受賞

11 12

既存建物活用
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希望の条件で探しても、しっくりくる物件が見つからない。もしく
は、何をベースに探したら良いのか迷ってしまう・・・。そんな方に
向けて、見方をかえて理想にぴったりの物件を探すためのセミナ
ーを開催。内容には、「こんなつもりじゃなかった」「あの物件を
買えば良かった」とならないための、チェックポイントなども盛り
込まれ、当日は非常にたくさんの方にご参加いただました。
※写真は通常のセミナーの様子

2013年から、朝日新聞デジタル&Wで連載をしているウェブマガ
ジン「リノベーションスタイル」のサイトがリニューアルしました！
本連載ではブルースタジオ石井が、様々な家族のリノベーション
を通した家づくりを紹介。現在約200件の住まいのストーリーが
掲載されています。

リノベーション賃貸住宅

『Green Yayoi』 竣工

新築賃貸住宅『鵠ノ杜舎 楓棟』竣工

新セミナー「ひと味違う！ブルー
スタジオの不動産購入セミナー」を
2/23（土）に開催

朝日新聞デジタル&Wで連載中の
「リノベーションスタイル」が
リニューアル

セミナー NEWS

1 2 3

10.1    S U UMOジャーナル （w e b ）

主な掲載メディア
2018 .10 -2019.03

10.17　       日刊 住まい （W e b ）

11 .14　 L i v e s  （雑誌）

11 .15   オトナリノベーション （雑誌）

1 1 .2 0   建築知識 （雑誌）

11 .26  H O M E ' S  P R E S S  （w e b ）

11 .30   グラフィックス × リノベーションでつくる 
　　　　 こだわりのオフィスデザイン （書籍）

12 .15   リライフプラス  （雑誌）

12 .20   小さな家のリノベーション（書籍）

1 .15　   住まいの設計 （雑誌） 

12 .26    自遊人（雑誌）

1 .15   ライブズ （雑誌）

1 .19     王様のブランチ （ T V）

1 .25   犬のための家づくり（書籍）

1 .25    男の隠れ家（雑誌）

1 .27     G O  O U T  L i v i n '  （雑誌）

1 .30     L I M I A  （w e b ）

2.15     家主と地主 （雑誌）

3.1       新建築 （雑誌）

3.15     リライフプラス（雑誌）

3.15     L i v e s（雑誌）

3.25    全国賃貸住宅新聞（雑誌）

3.22     L I M I A  （w e b ）

After

Before

1977 年築の RC 階段室型賃貸共同住宅「GREEN BASKET（グリーンバスケット）」の一棟丸ごと大規模リノベー
ション工事が完了。企画・建築設計監理・ブランディング・プロモーションによりバリューアップを図りました。オ
ーナー家族は鷺沼の旧家で古くから農業を営む一方、東急田園都市線敷設以来の宅地化に合わせ不動産賃貸
業を営んできました。時代の変化、世代のバトンタッチ、資産の継承をテーマに、この家族でなければ、この土地
でなければ、この時代でなければ成し遂げられない、暮らしの価値の継承と再生を試みたプロジェクトです。

多摩丘陵の歴史的生活環境を受け継ぎ、大家さん独自の地域価値を育む 『GREEN BASKET』が竣工

既存建物活用・プロモーション
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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表現しつつ、
快適なワークプレイスをデザインします。

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

ブルースタジオが創出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。

新築賃貸住宅『青豆ハウス』にお住いだったご夫婦。愛犬のパグがもっと自由に走

り回れるように家づくりをスタートしました。

3階建ての青豆ハウスの要素を取り込み、立体的なホビースペースを作った。そこに

は趣味のゲームに没頭できるゲームスペース、お仕事やパソコン作業ができるワー

クスペース、その下には愛犬のためのスペースが。ホビースペースの階段は愛犬が

あがってこられない高さのため、趣味や仕事の邪魔をされることもありません。

グルーミングがしやすいよう、洗面ボウルの深さにもこだわり、さらにドライヤーを

かけるためのスペースも設置。また、汚れても安易に交換可能なタイルカーペットな

ど、愛犬のための住まいを作り上げました。

マンション/フルリノベーション

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

chill vill

わたしたちのチルな場所たち

Condominium Renovation, July 2018

Design: Takeshi Ishii, Wakana Tanabe

Location: Shinjuku-ku, Tokyo

Floor area: 62.05m

Contracter: M-CUBE

Photos: Yoshiyuki Chiba

介護をきっかけに、同居することになった90代のお父さんとその娘さん。仕事に趣

味に家事と、お忙しい娘さんのご要望は、「これからの人生が前向きになる家」。

みんなが集う場所として、オープンキッチンと大小二つの親子テーブルを中心とし

た、二面採光の明るいLDKをご提案。廊下を広げ、水廻りの入り口には引戸を使うこ

とで、車椅子になっても安心して暮らせるように。

スチールサッシ越しに父の気配を感じながら、大好きなお料理。家族や仲間が集ま

れば、つなげた親子テーブルを囲んで賑やかに食事。キャットウォークから見える、

愛猫の肉球を眺めて眠りにつく。日常の中に、温かくて嬉しい瞬間を散りばめて。

しばらく別々に暮らしてきた父娘。

程よい距離感で自分らしく暮らせるこの家で、「また、家族になる。」

ゆい

また、家族になる

Condominium Renovation, December 2017

Design: Ryo Takagi, Mitsuyo Yamada

Location: Yokohama-shi, Kanagawa

Floor area: 113.93m

Contracter: X-road a.b.r

Photos: Yoshiyuki Chiba

2

2

© blue studio Co.,ltd. 2019 07



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、

面白い点は、色々な街に行けること。景色や人も違っていて、住んでみたいなと思う
こともあります。最近は、新江古田に惹かれました。ノスタルジックで落ち着いた雰
囲気が地元のようで。難しいのは、契約書関係。誤解がないよう、噛みくだいて伝え
ることを心がけていますが、ブルースタジオの物件はタイプも使い方も様々なの
で、きちんと理解し伝えるのはまだまだ勉強中です。

学生の頃から授業で設計はしていましたが、会社に入ってクライアントを相手に仕事
を進めるのは、とても面白いです。一方でクライアントがいるからこその難しさも
あって、意匠など「かっこ良いからやりたい」と思っても、それだけでは納得してもら
えない。共感してもらうための「伝え方」は、今先輩の話しを聞いて学んでいます。

ブルースタジオには、背景もキャラクターもさまざまな先輩がいて、皆さん教え方も
違います。さらにお客さんも色々な意向があり、だれに合わせて判断すればよいのか
分からず悩んだことも。しかしある時先輩に「最後に使う人を軸にして、その人にとっ
て良いもの目指したら」とアドバイスをもらい、今はそれを指針にしています。

不動産事業部で、賃貸物件の仲介、物件管理をしています。お客さまから問い合わ
せをいただいてから、物件のご案内をして、入居が決まれば契約まで。案内が集中
する土曜日には、多い時で1日に８組の方をご案内したこともあります！ 

事業系プロジェクトの設計を担当しています。パソコンに向かって図面を書いてい
る時間が多いですね。また、模型を作るアルバイトさんへ指示を出すことも。1日の
中で、担当しているプロジェクトを均等に進めるようにしています。

栗平駅前に広がる里山の庭『カスタネア栗平』、5月末に完成

お問い合わせ

2017年から新卒採用を行っているブルースタジオ。
2018年4月に新卒として入社したお二人に、
入社からの1年間を振り返ってのインタビューをしました！

みずこし
千葉県出身で高円寺が新しいナワバリ。
紅生姜とガリが大好き。
べらぼうに腕相撲が強いです。

鹿児島県出身。
ラジオと映画とジャスミンに囲まれて生活中。
時の流れに身をまかせ、いつの日か
向田邦子になるのが夢です。

さかぐち

blue studio Activity

coming soon

多摩丘陵の豊かな自然や近隣の文化・商業施設等にも恵まれた居住環境の優れたロケーションに立地する「カスタネア栗平」が、ブルースタジオ設
計・監理監修にて、子育てファミリー層を中心に「多世代の共生」をコンセプトとしたマンションとして生まれ変わります。新たに、子どもから大人ま
で、入居者同士や地域との交流を育む多彩な共用部を設け、地域コミュニティの活性化に寄与する環境を目指します。

入社して２ヶ月後に、開業準備のた
め「ユクサおおすみ海の学校(*1)」に
２週間行くことになったことですね。
社会人として右も左も分からない段
階で、カオスのような状況に飛び込
みました（笑）。地元の人ともやりとり
しながら仕事を進めていましたが、
その時に地域の人とたくさん話をし
て、「ユクサ」への期待や想いを聞け
たことはとてもよい経験でした。

*1)鹿児島県鹿屋市にある、ブルースタジオが運営に携わる廃校をリノベーションした宿泊施設
チームメンバーとの一枚。日常的にコミュニーケーションを
取るのが楽しいと話すみずこし。

写真は地元の方 と々BBQをした時の一枚。

Q：現在の仕事内容について教えてください

『歩、歩、歩！』　
案内等でいろいろな場所に移動して、とにかく歩いて、動き続けた１年です！

仲介では、お客さん対応は
一期一会。自分を印象づけ
られるよう、もっと個性を出
していきたいです。さらに不
動産担当として価値を高め
られるよう、設計などの知
識も深めていきたいと思っ
ています。

１年目は緊張していた部分
もありましたが、もっと自分
が考えていることをどんど
ん提案していきたい。やりた
いと発信したことをやらせ
てもらえた環境だったの
で、２年目もとにかく楽しく
やれればと思っています！

『オムニバス的な1年』
ブルースタジオでやっている様々な仕事に、忙しいながらも、満遍なく触れること
ができました！

Q：今の仕事の面白い部分、難しい部分を聞かせてください

Q：入社後、一番大変だったことはなんでしょうか？

Q：仕事で、忘れられないエピソードはありますか？

Q：この１年にタイトルをつけるとしたら

Q：社会人２年目がスタートしますが、抱負を聞かせてください。
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エントランス側 外観

共用部 シェアキッチン

室内


