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イベントレポート
ブルースタジオ福岡オフィス”SOUQ”開業記念 オンライントークイベント

ポストコロナ時代の地方都市・都市郊外における
「賃貸住宅」という生活環境の可能性

CLOSE-UP Vol.09

登壇者

コロナ禍で目に見えて変化したのは働き方だ、と話すブルースタジオ 大島。
大島 ： テレワークの普及によって「暮らし」と「仕事」という二分では無く、
「暮らし」に「仕事」が内在化した。また、「仕事の場」は自由自在に点在・混
在していくことができるということも分かってきた。
これは、地方都市や都市郊外が見直されるチャンスでもある。「働く場」を
郊外に持つということは、通勤時間の削減という観点からも労働生産性の
向上に寄与するし、「働く場」を地方都市に持つことで、消費者物価の差か
らも生活は豊かになる。地方都市は今、手を上げてこっちへおいでと呼びか
けるチャンスだ。
選ばれるまちを目指していく為に大事なのはシビックプライド。シビックプラ
イドを育むには、「あなたでなければ・いまでなければで・ここでなければ」で
きないこと、という観点が重要だ。
「あなたでなくても・いまでなくても・ここでなくても」という考え方は成長す
る時代の大きな目標だったが、人口減少が進む今、目指すべきなのは、消費
者の時代ではなく当事者の時代。
共感の環によって集まった当事者たちによって育まれる、地域福祉を担う
賃貸住宅。シビックプライドならぬプロパティプライドを育むということが必
要だ。

田園都市線鷺沼駅。かつては農村風景が広がっていたが、宅地開発が進み、
現在では高齢化が進むまち。築40年の賃貸住宅の資産運用に悩む二代目オ
ーナーからの相談だった。

大島 ： 父親が作ったマンションを息子の代まで繋がないといけない、バトン

築100年の賃貸マンションを目指しています、と話す吉原氏。

吉原氏 ： 福岡大空襲のあと、元々農家だった父母が転身して始めた
のが賃貸業。ただ、農家ということもあり、ビルの屋上で農業をやって
いた。その体験に自分の原点がある。
AGRI-CULTUREとは、耕す・開拓するという意味。自分はいま、建物を
耕し続けている。それが、結果的にまちを耕すことに繋がっている。
家業を継ぎ、古い建物を生かしていくにはどうしたら良いのか、と考え
ていたときに出会ったのがある論文だった。そこには、犯罪率と地価の
関係、教育成績と家賃の関係が記されていた。不動産という世界では、
社会的価値と経済的価値がリンクする。まさに追い求めていたデータ
だった。
そこから「冷泉荘」の取り組みを始めたが、入居者が建物をブランディ
ングしていくということを実感した。冷泉荘ではまさしく、社会的価値
と経済的価値がリンクして行った。賃料収益は活動を始めたときと比
較して1.5倍になった。
修繕などは行なっているが、建物はいまだに古いまま。建物の中で共
感を生むことで経済的価値がうまれる。ものではなく、ひとが建物の
価値をあげてくれた。

「新高砂マンション」は築40年超、全58室の賃貸住宅。

1階部分は「清川ロータリープレイス」というオフィス・店舗の複合施設と

なっている。

吉原氏 ： 「新高砂マンション」は、16年かけて少しずつリノベーションしてき

た。1階部分は元 ド々ラッグストアが入居していたが、退去に伴い活用を模

索。

今のかたちへ大きく改装する前に、「リトル商店街」という場のポテンシャル

を検証する実験的取り組みを行った。DIYで作った小屋による擬似商店街

のようなものだが、人が集まるポテンシャルがある場所だと実感した。

上階の室内は少しずつ改修を進めて、現在約8割が改修済み。改修済みの

部屋の全室が異なるコンセプトを持った住戸となっている。

16年間リノベーションを続けていく中で、平均家賃は向上し続けた。また、

1階のプロジェクトを始めると、上の階の住居も空室率が下がり、建物の経

営が安定した。建物1階の在り方は建物全体の経営に関係するということ

が分かってきた。

吉原住宅とブルースタジオは現在、「清川ロータリープレイス」の中庭
の活用策を検討中だ。
吉原氏 ： 清川は、元々遊郭のまちだった。近くにある「清川ロータ
リー」はまちのアイコンでもあるが、昔、井戸だった歴史を持つ。見た
目は単なるロータリーだがそこにはまちの歴史・思い出が隠れている。
新高砂マンションが建つ前、この場所は100畳の大広間を持つ旅館
だった。当時の樹木が今もこの中庭に残っているが、ここは土地の歴
史をもった建物だ。
大島 ： 清川は福岡市の中心市街地の終焉部であり、住宅地とのせめ
ぎ合いのエリア。まさに暮らしの場に働く場を内在する場でもある。こ
の中庭は、清川エリアの貴重なポケットパークとして、エリアの未来を
背負うポテンシャルを持っていると感じている。
中心地にいかなくても、「暮らし」のエクステンションとしての「働く場」
として、ここにきたらほっとできる、同じ価値観を持つひとと仕事で繋
がれる。そんな機能をこの場所は担うことができるのでは無いかと考
えている。
吉原氏 ： 働く人だけでなくても、上階の入居者と1階で仕事をしてい
る人がひとつの建物の中で知り合える、まさにシビックプライドを育む
原点になるのではないかと期待している。

冷泉荘（福岡市博多区）
：築60年を超えるレトロビル。個性豊かな個人店舗・スモールオフィスが軒を
連ねる。

清川リトル商店街：
「清川ロータリープレイス」開業前に、空きテナントとなったスペースを使って
小規模店舗による擬似商店街の取り組みを行った。

新高砂マンション（福岡市中央区）
：RC7F建ての賃貸マンション。1Fは「清川ロータリープレイス」という店舗・オ
フィス複合の施設となっている。

GREEN BASKET（川崎市宮前区）
：鷺沼で古くから農業を営む一方、不動産賃貸業を手掛けていたオーナーか
らの依頼により、1977年築の集合住宅を1棟丸ごとリノベーションした。

ブルースタジオは、全国でも突出して少子高齢化・人口減少が進行する
九州の各都市において、より地域に密着したコンサルティングサービス
の実現を目指し、2020年4月に福岡オフィスを開設しました。
福岡オフィス開業記念として、7月17日に「地方都市・都市郊外における”
賃貸住宅”の可能性」をテーマに、トークイベントを開催しました。

コロナ禍による地方都市のチャンス 
‒ 選ばれるまちとシビックプライド ‒

あなたでなければ・いまでなければ・ここ
でなければ
 ‒ オーナーのポテンシャルを不動産価値に変える ‒ 

築100年の賃貸マンションを目指す 
- 入居者の共感が建物の価値を育む -

過去と繋がり、エリアの未来を担うポケット
パーク

成長し続ける賃貸住宅 新高砂マンション

タッチ役。しかし息子は不動産事業への興味は低かった。一方、オーナー

は地元の農家でもあり、息子は家業である農業を観葉植物というかたちに

変えてうまく事業継承していた。

オーナー一家の歴史はエリアの歴史とともにある。エリアの全体像を、オー

ナーがマネジメントする住環境としてしっかり発信すべき、と提案した。

賃貸住宅のエントランスとして下屋を新設。そこで息子が観葉植物を販売

できるようにした。息子のポテンシャルが資産価値の向上に繋がる。また自

主管理できるポテンシャルを持ったオーナーだからこそ、敷地全体を緑豊

かな環境に変えた。このオーナーでなければできない、賃貸住宅だ。

アカウントはこちらから！instagram

「九州から紡ぐ未来の暮らしの物語」
ブルースタジオ福岡オフィス

”SOUQ”

吉原 勝己  氏大島 芳彦 須部 貴之  氏

吉原住宅/スペースR
デザイン 代表。
“SOUQ”が入居する「清
川ロータリープレイス」の
オーナーであり、福岡に
おける都市環境マネジ
メントのフロンティア。

KISYABAREE 代表。
鹿児島市騎射場エリア
を拠点に地域づくり・
事業創出の活動を行
っている、不動産管理
会社2代目にしてコミュ
ニティーアジテーター。
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ステキな郊外、見つけた！

COLUMN

COVER STORY

不動産事業部
本多真理

不動産事業部
北村佐代

田中氏：緊急事態宣言、ソーシャルディスタンス、テレワーク
など諸々含めたこのコロナ禍で、皆さんはお客様に対してど
んな取り組みをされてきましたか。

北村：これまでであれば毎週末は一緒に物件を見に行くこと
があたりまえであった日常が突然変わり、この期間何ができ
るかをチームで考えました。一番大切なことは “ お客様の気
持ちに寄り添い、一緒に考える ”ことでした。

本多：不動産という大きな買い物をする気持ちになられたお
客様の夢を叶えるためにコンタクトを取り続け、不動産物件
情報をメールし、間取り図にスケッチし、コミュニケーション
を取り続けました。緊急事態宣言がいつ解除されるのかがわ
からない毎日を過ごす中、解除後すぐ物件の案内に行けるよ
うにとチームでコンタクトの取り方や方法について決めてい
きました。自粛期間中でも物件を見に行きたいというお客様
については、ソーシャルディスタンスを保ちながら積極的にご
案内していました。

北村：緊急事態宣言中また解除後はテレワークでの働
き方が増えたことにより、住まいの中にワークスペースを
作ることを積極的に考えるお客様が増えてきました。ブ
ルースタジオのリノベーションでも提案をし続けているこ

となのですが、これまで以上に重要なスペースと思われる方
が増えてきました。

田中氏：コロナ後にニーズが変わった感じはありますか。

北村：街の紹介を幅広く提案できるようになりました。郊外で
暮らす場合、住居費が抑えられるケースが多く、趣味に時間
とお金を費やしたり、または貯蓄ができたりとお客様自身の
気持ちも楽になれることもあり、プラスに働く面が多くなる。
違う角度からの物件紹介のアプローチの仕方があると感じら
れたことが、今回コロナを経験しての気づきでした。

本多：一度ブルースタジオでリノベーションされた方が、住み
替えの相談をされるケースもありました。働き方が変わったこ
とで今の1LDKの間取りを見直したいという声があり、家の
中でもいろんな居場所を作ることを必要としているお客様が
多くなりました。

北村：今までは郊外って毎日の通勤を考えると現実的ではな
かったお客様が多いのですが、どうしても社会全体がリモー
トワークを導入せざる終えない背景があるので結果的に都
心から離れて暮らすこと、働くことに対する摩擦もなくなって
きたのだと思います。

本多：今までに検討したことがなかったエリアの選択肢が自
然と増え、視野を広げられるようになったと感じていて、今ま
ではネガティブに考えていたモノ・コトを「変えられるかも」と
思える状況になりましたね。

北村：仕事メインで考えていた住まいが、これからは自分の
楽しみ・暮らし方、どう暮らしたいかで選びやすい環境になっ
てきたのが、とても豊かになり大人が自由に暮らせるように
なったのではないでしょうか。

田中氏：これまでの物件探しでは、どうしてもマーケットや既
存の価値観が決めた軸に頼りがちだったのが、コロナ禍の経
験で「自分はこうしたい」という主体性へと変えていけるよう
になったのは、素晴らしいことですよね。

郊外暮らしが注目される昨今、ブルースタジオのスタッフが見つけた「ステキな郊外」に実際
赴き、そこで語らう街物語。暮らし方・働き方が変化し、働く場所を起点とする家探しの時代
は変化し、趣味や家族の時間を大切にするための、新しい家探しのスタイルが日常化され始
めています。住まいのデザインは、街選び、物件選びから。街を訪れることで、郊外に見える、こ
れからの暮らしの可能性を探りました。

東京都の多摩地域南部に位置する人口約9万人の市。多摩市・八王子市・町田市と並び独
立行政法人都市再生機構による1970年代以降の多摩ニュータウン建設によって多摩丘陵に
計画・開発され、京王相模原線および小田急多摩線の沿線開発に伴い人口が急増した。ま
た、古くからナシやブドウの産地であり、自然に囲まれ、住み心地のいい街としての評価が高
い。この居住環境としての豊かさは、都内（新宿まで電車で35分）へのアクセスに利便性が高
い一方、他のニュータウン建設のフィードバックを生かし、人間的な暮らしを追求して計画、
整備された環境づくりがもたらしている。

この特集の完全版はブルースタジオのWebサイト
「CoverStory」からお読みできます。

茨城県出身、その後の東
京暮らしは四半世紀。理
屈抜きで東京が大好き。

お部屋全体のテーマカラーは「ブルー」。寝室とラウンジの境にはステンドガ
ラスの小窓。寝室に明るさと風を取り入れる。

正面奥の、のれんの先はウォークインクローゼット。鮮やかなピンクの壁は
ワークスペース

ワークスペースにも自然光がやさしく届く。壁をタイル貼りにすることで爪の
お手入れによる心配事をなくし、爪とぎの心配のないモノは木の素材に

猫と器と家が好き。好きなモ
ノ・コトを大切にしたくなる
家を一緒につくりましょう。

生まれも育ちも広島の山
の中。一緒にホッとする場
所・暮らしを探しませんか。

ブルースタジオ不動産事業部スタッフとグランドレベル代表田中氏と考えるこれからの暮らしとは。
2020年4月8日から5月6日までの東京都「緊急事態宣言」を経験し、私たちがお客様のためになにがで
きるのか。不動産購入を決める大きなポイント、立地について「郊外」の可能性について語りました。

ブルースタジオが手がけた
ワークスペース事例

（株）グランドレベル
代表 田中元子

Vol 1.東京都稲城市

歩きたくなる街「ニュータウン」稲城の魅力

稲城というまち
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TimeLine

オフィス・店舗デザイン
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04

ブルースタジオがつくる“住まい”や“暮らし”、それに伴うイベントなど、
2020年度前半の出来事をご紹介します！

ブルースタジオが基本計画・デザイン監修、ブランディング、アートディレクションを担当したTOTTORI PLAY’S（トットリプレイス）が鳥取大丸の５階・屋上フロアにオープンしました。「消費

者の場から当事者の場」をコンセプトとし、５階では店舗ブースやシェアキッチンを鳥取大丸が直営で営業。さらに鳥取市の男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」がこれに隣接しオープン。鳥

取大丸と鳥取市が手を組み、地域密着、官民連携で市民の「やってみたい」（新規創業のきっかけ）をバックアップする空間へと変身しました。

神奈川県藤沢市の鵠ノ杜舎（くげのもりしゃ）が３期目の工事が終了し、完成しました。海に

も山にも自転車で出かけることができる藤沢の里の情景が残る畑に囲まれたのどかな土地です

。地域にひらかれた広場や隣戸と連続するデッキスペースなど、日常生活の延長で住民同士や

友人などを招いた自然な交流が生まれる場としてデザインしました。

株式会社ブルースタジオは、2020年4月1日より福岡県福岡市に福岡オフィスを開設し営
業を開始しました。内装工事も完了し、6/1より"souq"本格始動です。ブルースタジオで
は、九州の各都市においては、不動産有効活用、地域活性化に関する問い合わせが年々
増加してきております。そこで、今まで20年間にわたり培ってきた既存環境活用のノウ
ハウ・知見を元に状況に対する迅速な対応を実現するためのものです。今我々は九州を
始めアジア全体に業務エリアを広げようと考えています。

TOTTORI PLAY’S（トットリプレイス）が鳥取大丸の５階・屋上フロアのオープン

blue studio FUKUOKA OFFICE "souq"
内装工事完了しました

blue studio FUKUOKA OFFICE "souq"を開設 

「双葉駅西側地区災害公営住宅等

設計業務委託」 公募型プロポーザル

にて最優秀提案者として選定されました

オンライントークイベント 

「2020以後の賃貸を考える　

-withコロナ時代の不動産、住まい、まち-」

にブルースタジオ大島が登壇

新築建物企画・設計

鵠ノ杜舎（くげのもりしゃ）欅棟 竣工　
全工事完了しました

既存事業用建物のリノベーション

© blue studio Co.,ltd. 2020
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ブルースタジオがコンセプトワーク及びクリエイティブディレクション、アートディレクションを行った『ホテル縁道（えんみち）』が2020年8月13日

にプレオープンしました。宿場町川崎宿の歴史、文化、そしてそこに営まれてきた人々の暮らし、日常の素晴らしさをテーマとした宿です。川崎のローカ

ル文化と来訪者をつなぎ、未来に向けたサスティナブルな賑わいを地域に創出する場所をデザインしました。旅人と地域の日常が交差し、様々な『縁』

が生まれる宿を目指し、地域の観光を盛り上げることを目標としています。

ブルースタジオが手がけてきた豊富な賃貸住宅プロジェクトの事例をもとに「リノ

ベーション」の開拓者であるブルースタジオのクリエイティブディレクター大島が

多様化する「ポストコロナ時代」の賃貸住宅の商品企画についてお話ししました。

福岡オフィスの開業を記念、オンラインによるトークイベントを開催しました。新型コロナウイルス

の感染拡大により「賃貸住宅」は「住む」だけの役割を遥かに超えました。そこで “「賃貸住宅」が

もつ可能性"をテーマに、ブルースタジオのクリエイティブディレクター大島芳彦を含む3人が議論を

交わしました。

ブルースタジオ大島による第一回不動産
オーナー様向けオンラインセミナー

ブルースタジオ福岡オフィスsouq開業記念
オンライントークイベント

東海道川崎宿・縁をつなぐ道の宿　ホテル縁道　プレオープン

「コロナ禍での住まいニーズ・変化の方向性」

～ＳＵＵＭＯログデータ、オリジナル調査から探る 

ブルースタジオ石井モデレーター

ユクサおおすみ海の学校・ネスティングパーク黒川の

新しい動画をYouTubeに公開しました

大井３丁目PJが
竣工しました

主な掲載メディア
2020.0 4 -2020 .09
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セミナー

店舗デザイン・ブランディング

イベント

7 8 9

4.3

4.24

4.28

5.1

5 .19

5.22

6 .12

6 .16 

6 .23

7.3

7.31

5 .28

N H K  N E W S  W E B（T V）

男の隠れ家 デジタル（web）

日刊 住まい Suma i（web）

九州王国（雑誌）

男の隠れ家 デジタル（web）

S U U M O（w e b） 

S U U M O  リフォーム（雑誌）

L i V E S（雑誌） 

日経アーキテクチュア（we b） 

S U U M O  ジャーナル（w e b） 

s p a c e  R  d e s i g n（web） 

日刊すまい suma i（web）

S U U M O  マガジン札幌版（雑誌） 

新しいコミュニティを生み出す
空間とデザイン（雑誌）

リライフプラス（雑誌）

男の隠れ家デジタル（we b） 

すみごこち（雑誌）

C a s a  B R U T U S（雑誌）

7.27 男の隠れ家（雑誌）

日経X  T E C H（we b）

8.7 SUUMO リフォーム首都圏版（雑誌） 

9.1

8 .28 男の隠れ家（雑誌）

HOM E ’ S  P R E S S（w e b） 

9.15

9.4

9.8

L a  F i n e s t r a（雑誌）

日刊住まい s um a i（w e b）

住まいの設計 S um a i（雑誌）

リライフプラス（雑誌）

Photo by Yuki Kageyama



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。

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

Condominium Renovation,May 2020 

Design : Takeshi Ishii, Wakana Tanabe

Location : Matsumoto-shi, Nagano

Floor area: 71.42㎡
Contracter : yui-plus

Photos :Takeshi Ishii

Condominium Renovation, June 2020 

Design : Takeshi Ishii, Wakana Tanabe

Location : Kodaira-shi, Tokyo

Floor area: 92.03㎡ 

Contracter : Jyukankyou-Japan

Photos : Yoshiyuki Chiba

2

2

2度目のリノベーション。フランス人の男性と結婚されてお子さんが生まれ、
次は家族で住むためにお子さんの学校に近い、郊外の住宅地に広めのマンションをご購
入されました。
Kさんのご希望は「子どもを怒らない家」。日々の生活の中で子どもを極力叱らないような、
のびのびと暮らせる家にしたいと考えました。
提案したのは、家具の造作は必要最低限にしたシンプルな間取りです。特徴的なのは、家
の真ん中にある7畳ほどのランドリースペース。ここに全てのものを片付けるように約束を
決めました。
そして、リビング・ダイニングの隣に遊び場兼寝室という部屋を作りました。ここは、子ども
がおもちゃを散らかしてもいいスペース。怒らなくてもいいスペースがあるのは、親にとって
も子どもにとっても、気持ちが楽になるようです。子どもだけでなく、大人にとっても心地
よい、頑張りすぎない自然体のお家が出来上がりました。

「子どもを怒らない家」は大人にとっても心地よい

Louis

東京・浅草に住んでいたグラフィックデザイナーのＫさんは、海か山の近くに暮らそう

とずっと考えていました。２、３年前から、移住セミナーに通うなどして準備を進め、最

終的には長野・松本に決定。月１、２回は東京に出て来ることもあるので、交通の便が

良い、松本駅から車で５分程、北アルプスが一望できる高台の中古マンションをリノ

ベーションして、花とキャンドルのワークショップをやりながら暮らすことにしました。

大きなテーマは、ワークショップのためのアトリエと生活スペースを、どう心地よく共存

させるか。

そこで、玄関入ってすぐの場所はアトリエにし、生活スペースはその奥に作りました。仕

切りはウォークスルーのクローゼットにして、浴室、トイレ、洗面所は１カ所にまとめま

した。寝室は個室にせずに窓際にベッドスペースを作り、広々と生活できるように工夫

をしています。「窓がたくさんあって眺めがいい」という特徴を生かした素敵なお家が

完成しました。

浅草から松本へ

homeotherm
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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、

家づくり・インテリアに役立つ
　　　　   限定の情報を配信中！

instagram
instagram

ご登録

こちらから！
は、

お問い合わせ

もっと身近にリノベーション

ブルースタジオ初のラインスタンプ発売！

blue studio Activity

blue studio Family blue studio Info

ブルースタジオが運営する日々の暮らしがちょっぴりワクワクする、まち
のポケット「puka（プーカ）」。あなたの暮らしのお悩みをご相談くださ
い！暮らし研究所の顔を持つ puka では、ブルースタジオの建築設計
デザイナーがお出迎え。゙リモートワークがはかどる空間作りのアイディ
ア…。賃貸でも工事しないで想い描くお部屋に暮らせる工夫など。″今
の暮らし・これからの暮らしを自分好みにするヒントが見つかるかもし
れません。ブルースタジオスタッフが、培ってきたさまざまな暮らしの知
恵やアイディアを携えて、みなさまのお越しをお待ちしております！
所在地：ネスティングパーク黒川（川崎市麻生区南黒川４丁目２番）
最寄駅：小田急多摩線黒川駅南口 徒歩１分

ユクサおおすみ海の学校（旧：鹿児島県鹿屋市菅原小学校）はブルースタ
ジオが企画・設計監理から運営まで手がける体験型宿泊施設です。2020
年7月1日のリニューアルを踏まえ、海のオフィス「oddo(オッド)」を新設。海
を望むサテライトオフィス・シェアオフィスとし、リモートワークを日本一海
に近い学校と言われた場所で、海や自然を毎日感じながらいかがでしょ
うか。この場所には誰かがいて、何か楽しいことが起こっている、そんな場
所になることを願っています。また、おおすみ半島には新鮮な食材がたくさ
んあります！そんな中でもスタッフ一押しの毎月替わるお野菜や加工品を
詰め込んだ選りすぐりの一箱「うまかQ食セット」を販売。その他、魔女喫
茶・マリンスポーツショップも新しくオープンしました。毎日があたらしい出
会い、ここにしかない自然がある、ユクサをぜひチェックしてみてください。

この度ブルースタジオはラインスタンプを作成し、10月1日に発売しました。
多くの方にとって身近なアプリケーション、ラインのスタンプをブルースタジオが手がけることで、暮らしについて考える“きっかけ”とし新しい住まいの視点・自由に設計で
きる楽しさをお伝えしたいという気持ちで作成しました。これらには「もっとブルースタジオを知ってほしい」「リノベーションを知って楽しんでほしい」という思いが込めら
れており、日常的に使える言葉に加えリノベーションを検討・実行・完了した人も楽しめるスタンプにしています。第一弾は3人の弊社デザイナーが、新しい家を探すときの
あるあるなどを含めた日常で使えるスタンプです。それぞれ絵のテイストが異なり、見ごたえ・使いごたえのあるラインスタンプです。

『puka（プーカ）』 ユクサおおすみ海の学校

LINE STORE

LINE STORE にてご覧ください！

体験型宿泊施設日 の々暮らしがちょっぴりワクワクする、まちのポケット

ブルースタジオ東京オフィス・福岡オフィスではWeb会議ツー

ル「zoom 」によるオンライン個別相談会を実施しています。ご

自宅の生活環境に関するご相談をはじめ、不動産有効活用

やまちづくり、地域活性化などのご相談に対し遠隔地のご相

談にもFace to Faceで対応させていただきます。お気軽にお問

い合わせくださいませ。

無料オンライン（zoom）
個別相談　実施中

大島芳彦および著書「なぜ僕らは今、リノベー
ションを考えるのか」が日本ファシリティマネジ
メント大賞（JFMA賞）功績賞を受賞しました。
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