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ブルースタジオが考える「なりわい暮らし」共同住宅 
いま社会が必要とする暮らし方とは

CLOSE UP

株式会社ブルースタジオ
専務取締役 / クリエイティブディレクター

ギャラリーをオープンしたり、ご夫婦でキューバサンド店、ネ
イルサロンを開店するなど自分の仕事の場と暮らし、まさに
なりわい暮らしを検討している方々からのお問い合わせを沢
山いただいております。なりわい暮らしのコンセプトに共感
し、一緒にそのコミュニティーを育ててくださる方に重点的に
アプローチしています。
一方で、実は単に住環境として魅力を感じ、入居された方もいます。
ここは１階の玄関土間が外部に大きく開げられる特殊なプラ
ンの家です。つまりかなりあけ広げなオープンマインドの方で
ないとこれを住環境として魅力的とは思わないでしょう。こん
な感性を持たれた方はなりわい暮らし実践の『予備軍』であ
ると私は考えています。
周りの方々の活発な活動を見て自己表現のきっかけが生ま
れることを期待しています。
TSUBANAを中心にして生活者の活力が連鎖すれば周辺地
域の価値も上がることになるのではないでしょうか。
なりわい暮らしを通して、みんな楽しそうに暮らしてもらえた
ら良いな、と思いますね。仕事に追われる生活ではなく、好き
なことをなりわいとし、人間らしく暮らしてほしいです。
人々のコミュニケーションのきっかけとしてなりわい暮らしが
あると思っています。

Q.新しくお店を始めることはハードルの高い（不安がある）こ
とだと感じますが、なぜTSUBANAでは気軽に始められると
お考えなのでしょうか？

一般的に「お店を始める」「起業する」となるとまず脱サラし
（笑？）商業地の空き店舗を借り・内装や什器への過大なる
投資も必要ですし、運営にも個別の経費がかかります。この
ように暮らしとは切り離された「ビジネス」としての起業には
当然リスクが伴います。
しかし、TSUBANAでは肩肘を張らなくて良いのです。なぜ
なら自宅の軒先でまず起業してみる。そんな感覚の「なりわ
い」をいつでも実践しトライアンドエラーを繰り返せるから
なんです。
暮らしの空間の一部でのチャレンジであれば、いきなりお金
を儲けなくて良いし趣味の延長で十分。作った焼き菓子を友
達が美味しいと言ってくれたらもっといっぱい作ってお店にし
たら良いのです。そんな発端で生まれるお店はその人らしさ
がにじみ出て商店街のカフェよりもずっと魅力的な場になる
ことでしょう。
私は暮らしと仕事の間に境界線を引かないことが大事だと
考えています。
なりわいを営んでいる人々の活動がその人の生き様・暮らし
と等価に垣間見えるのがTSUBANAの環境です。自分の好き
なことを自然体で実現している人の生き方に多くの人は共感
するのではないでしょうか。

Q.ブルースタジオでは「なりわい暮らし」のコンセプトを持つ
共同住宅をTSUBANA以外にも全国各地で実現させようと
していますが、その理由はなんでしょうか？

日本は今有史以来誰も経験した事のない急激な人口減少時
代を迎えています。
成長を続け利便性を向上させる事にひたすら終始してきた
時代の最大の副作用は、生活環境の均質化と同時に生まれ
た格差社会と分裂・孤立。そして想像力の欠如です。
多くの衰退する地域、機能不全に陥った地域が必要としてい
るのは「関係性のリデザイン」と私は考えています。私たちが
考える「なりわい暮らし」とはその関係性を生み出すための一
つの仕組みであり手段です。
「なりわい」。つまりそれぞれの生活者の潜在力が発露し、お互
いがそれを感じ認め合い、誇りを持って暮らせる社会。各々が
その街の当事者として存在しうる社会。そんな社会を作るため
には「なりわい暮らし」のコンセプトが有用だと私たちは考えま
す。これは一見「プレーヤー」など存在しないように見える衰退
の途にあるとされる地域や災害からの復興を目指す地域にも
有効なコンセプトと考えています。
現在進行中のプロジェクトでは、東京郊外、駅から離れたバス
路線の終点、高齢化が進む第一種低層住居専用地域に計画
する店舗併用共同住宅「hocco」が2021年秋ごろにオープン
予定。そして原発災害からの復興を目指す福島県双葉町で計
画している災害公営住宅においても移住者と帰還者が、とも
になりわいでつながり未来を育むことをコンセプトとしたプロ
ジェクトを2022年春ごろのオープン目指して来年度より建設
のフェーズに移行します。
地域社会が抱える課題、人々の関係性は一様ではありませ
ん。解決すべき目的も違います。なりわいのカタチも多様で
す。でも主役はいつも「人」。かつての消費者を当事者にかえ
る住宅。多様な物語をまとい生まれる「なりわい暮らし」の住
環境。お楽しみに。

遅 と々して進まなかった働き方改革も、新型コロナウィルスのパンデミックによって、私たちは急速に働き方のみならず暮らし方
そのものの改革を加速度的に進めることになりそうです。
ことにベッドタウン、郊外と言われる地域の生活環境は、ステイホーム、テレワークの浸透で過ごす時間が増えたことにより、
足りない要素があまりに多いことを発見すると同時に、今まで知ることのなかった地域の魅力も気づかせてくれています。
皆さんにとって自らの生活地域の中で新たに発見した価値は何だったでしょうか。
私たちが着目するのは「人」の価値です。代わり映えのしない家が立ち並ぶ街にも実はたくさんの個性あふれる人々が暮らし、
その愛すべき個性にこそ地域への愛着の源があるものです。一方高齢化する私たちの社会では生活者の孤立や社会の分断が
問題になっています。社会保障給付費の高騰はもはや制度改革のみでは補いきれない状況にあり、地域社会自体が主体的に互
助、共助を実現し、さらには健康的な生活を実現していく必要があります。
ブルースタジオが考える「今社会が必要とする暮らし方」それが「なりわい暮らし」です。
引きこもらない家。それぞれの生き様が滲み出す家。滲み出した生き様こそが「なりわい」です。なりわいは人と人を繋ぎます。人
が人を元気にします。人々が街を社会を元気にします。

「なりわい暮らし」とは一体なに？どんな魅力があるの？ 
ブルースタジオの最新事例『TSUBANA』をもとに、
弊社クリエイティブディレクター大島がご紹介致します。 大島 芳彦

Q .どのような方々が入居されていますか？またその方々に期
待することは何でしょうか？

TSUBANA(2021)

1階の玄関土間は屋外のデッキへと地続きにつながっており、
内と外の関係を曖昧にし、ふらっと室内へ入れる仕組みとなっている。
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「趣味」と「仕事」が溶け合う暮らし
ブルースタジオ的賃貸生活レポート NARI

hocco

INSIDE

続々はじまる「なりわい暮らし」

TSUBANAで「なりわい暮らし」を実践するNARIさんのインタビュー

現在計画中の「なりわい暮らし」プロジェクトのご紹介

新しい春の訪れ
JR茅ヶ崎駅から徒歩7分。海岸沿いに位置する神奈川県
茅ヶ崎市幸町。
湘南らしいゆったりとした空気が流れる住宅街の中に2020
年11月にTSUBANA（ツバナ）が誕生した。
TSUBANAは「住まいながら働く＝なりわい暮らし」をコンセ
プトにやってみたいことが実現できる賃貸住宅だ。
メゾネットタイプで１階の玄関は広い土間と大きなガラスド
アとなっており、暮らしを楽しんでいる様子や、趣味などが垣
間見える開放感がある造りになっている。
今回お話を伺ったのは、今年4月にギャラリーとショップを
オープンしたアーティストのNARIさん。１階をアトリエ、中2階
を打合せスペースとし、2階を暮らしの場としたメゾネットを
生かした「なりわい暮らし」をこの春始めたばかりだ。

「みんながゆったりと暮らしていて、例えば絵で暮らす・平日
仕事をしない、といったライフスタイルでも周りから浮かない
し、罪悪感を感じさせない土地柄だと思います。」
そのように多様性を受け入れる土地にはどういった人々が住
んでいるのだろうか。
「周りの友人でもサーファー、フォトグラファーなどフリーで
働いている人も多いですね。実際に全国区で名が知られてい
るほどの人もいて、ゆったり暮らしているけど自分の好きなこ
とはとことん突き詰める人が多いです。そういう人が湘南には
多く集まっており、とても刺激を受けています。」
自由気ままな風土の中で、たゆまぬ追求心を持つ彼らの人柄
が伺える。

唇だけを描き込む独特のスタイルと、鮮やかな色
彩が印象的なアーティスト。作中に様々な国籍の
人々が登場するのは、平和と平等を願う気持ち
から。国内外での個展開催や、アパレルブランドと
のコラボレーションなど精力的に活動中。  
Instagram@little_funny_face

湘南らしくゆったりと
地元でもある湘南の魅力を聞いてみた。
「湘南は出身地でもある自分からしてもとても変わっていると
思いますね。」と笑う。

オン・オフがない暮らし
NARIさんは仕事と休日の境界線があまりないという。
「生きることの一部が仕事になっています。オフがないけど常
にオフな感じ。逆にいうと常にオンな状態でもあり、境目がな
いかもしれないです。趣味で絵を飾ったりしますが、ここだと
お客様の目に留まることになるし、それも仕事になり得ます
ね。常に何をしていても楽しいです！」　

今後は住まいで個展を開き、近づきやすく親しみのあるアー
ティストになりたいそうだ。
こんな時代だからこそ、直接会ってコミュニケーションが取れ
る解放されたオープンギャラリーを作った。訪れる度に新し
い発見があるような、常に変化がある場所にしたいそうだ。

NARIさんの「暮らし」と「働き方」には、彼女らしい自然な楽し
み方が合わさることで、その暮らしぶりには明快な境目がなく
なっていた。
お気に入りの場所に住まいながら、はたらく。
「やってみたい！」という好奇心をまちに、ひらく。
ギャラリーを通じ新たなつながりと、であう。

理想とする日常を過ごすことが、ここでは実現できる。
TSUBANAの目指す「なりわい暮らし」が、NARIさんの個性と
湘南のゆったりとした日差しのもと、芽吹きつつあった。

TSUBANAとの出会い
地元が湘南、友人も近くに住んでおり茅ヶ崎にゆかりがある
NARIさんは今年の2月の初めに入居した。
引越しをしようと思ったきっかけはコロナ禍だったという。
「コロナ禍の１年は個展を開いてもいろんな人に来てね、と
声をかけにくい状況でした。家で悶々としていましたが、この
まま何もしないで、同じように時が過ぎていくのであれば新し
いことに挑戦したい！と思い立ち、自宅でアトリエが開ける賃
貸住宅を探し始めました。」

TSUBANAを見つけた当初は家賃の面で少し悩んだが、募集
ページに「アトリエ」というキーワードが書かれていたことに
惹かれたという。
「アトリエをやっていいんだ！という嬉しい気持ちでした。自分
のやりたいことが許される場所なんだという感動があって。他
にもアトリエを持つことが可能な賃貸住宅はありましたが、周

辺にお店がなく、寂しい感じの場所だったので、人を呼ぶイ
メージが持てませんでした。
自分のアトリエを開くとなればいろんな人に来てほしいし、楽
しんでほしい。茅ヶ崎というエリア自体も気に入り、私が思い
描く環境にぴったりな物件にこの先出会えないと思い
TSUBANAへの入居を決めました。」

また、他にも決め手となったポイントは住居内の壁や床の素
材だそうだ。
「日本の賃貸住宅はどれも似たような壁のクロス素材や、床
もつるつるとして木に似せた偽物のフローリングが多く、心が
惹かれませんでした。
しかし、TSUBANAは無垢の床材に木の壁と、他にはない素
材を使っており、今まで集めてきた雑貨・家具など何を飾って
も絵になるところが気に入っています。」
今回の引越しに伴い、購入した家具は数点だけだというが、
アトリエ部分から住居部分に至るまで家具や作品のレイアウ
トはNARIさんの個性が散りばめられており、まるで海外の小
さなアトリエのようだ。

NARIさんは毎朝ワクワクした気持ちで目覚めている。
「ワンポイントである天窓から、晴れた日には陽が差し込みと
ても気持ちが良いんですよ。」天気によって表情が変わるのも
楽しい。
起きてからはサンルームにあるソファに腰掛けて、のんびり日
向ぼっこをするという。

小田急バス株式会社(以下 小田急バス)が事業主の、なりわい型賃貸住宅プロジェクト。 武蔵境駅
からバスで約11分。小田急バスが所有するバスの折り返し場(終点)と、そこに付随する駐車場だっ
た敷地を一体的に活用し、バス会社ならではの賃貸住宅をつくることが求められました。 地域に
根ざすバス会社だからこそ、駅前の生活利便性を求めたまちづくりの手法とは異なり、この場所で
は、なりわいを通じた地域コミュニケーションの核となることを目指して、計画を進めております。

東日本大震災の福島第一原発事故により、帰還困難区域に指定された双葉町は、2022年春ごろを
予定されている避難指示解除をめざして、双葉駅西側地区にその帰還・移住の先駆けの拠点となる
公営住宅の計画を進めております。この双葉駅西側地区公営住宅プロジェクトでは「なりわい暮ら
し」を復興の要として考えており、この「なりわい暮らし」が双葉町の暮らしを再び育むための、コミュ
ニティ創出のきっかけとなることを目指しています。

福島県双葉町 双葉駅西側地区 公営住宅プロジェクト

2021年秋ごろ 入居開始予定 2022年春ごろ 入居開始予定

武蔵野市 桜堤
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TimeLine

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年度後半の出来事をご紹介します！

鹿児島県鹿屋市における閉校となった

市立小学校を活用。「おおすみの人と

自然が先生です」をコンセプトに、大

隅地域の“日常”の生活体験を価値とし

て提供する体験滞在型宿泊施設をデ

ザインしました。

「働く、遊ぶ、暮らすのあいだ」をコン

セプトとし小田急線黒川駅前に生まれ

た木造のコワーキングスペース。かつて

ベッドタウンと呼ばれた東京郊外に多

世代の方が共存する空間をデザインし

ました。

神奈川県茅ケ崎市で2018年に地域に開かれた広場を持つ商業複合
施設＋賃貸住宅「たかすなヴィレッジ」をオープンし、この度2020年
11月本施設の新築店舗部分が竣工しました。賃貸の住人やテナントを
含めた周辺地域住人同士のコミュニケーションを促す場としてたかす
なヴィレッジをデザインしました。当日は「ターナーダイナー」や姉妹
店「CAFE POE」による飲食販売や、12月オープンした「たかすなベー
ス」のコワーキングスペースの内覧会が行われました。

ブルースタジオ2作品が2020年度グッドデザイン賞を
受賞しました

NEWS

OSAKA  Smart City Meet-upに

大島が登壇しました

リノベーションオブザイヤー2020

4作品ノミネートしました。

会社紹介動画をYou Tubeに公開しました

「カスタネア栗平」が第37回住まいのリフォーム

コンクールにて優秀賞を受賞しました

RENOVATION EXPO JAPAN 2020が

開催されました

『たかすなヴィレッジ』が竣工しました

TakasunaBASE & TURNER DINER 
Opening Eventを開催しました

ユクサおおすみ海の学校

ネスティングパーク黒川

品川区大井三丁目に古いものと新しいものの組み合わせによりまちのアイコンとなる「Tre-stel-

la squareトレステラスクエア」が竣工しました。大井町の産業を支えたレンガを用いてグラデー

ション積みによる新しい表現に挑み、特徴的な外観に。また、テナントとして保育園が入るにあ

たり都市型保育園における騒音やプライバシーの確保といった社会的な課題もデザインによっ

て解決を図りました。

古いものと新しいものの組み合わせによるアイコニックな存在
まちのアイコンとなる「Tre-stella square（トレステラスクエア）」が竣工しました

古いものと新しいものの組み合わせによるアイコニックな存在
まちのアイコンとなる「Tre-stella square（トレステラスクエア）」が竣工しました

新築建物企画・設計
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大阪府大東市は「自分でつくったまちに住む」を開発理念とし、住み、働き、楽しむ、ココロとカラダが健康になれるまちを目指しています。この計

画のリードプロジェクトである「北条まちづくりプロジェクト」は、次世代につながる住宅地域の再生をはかるために、段階的にエリア開発を進める

ものです。「morineki プロジェクト」は市営飯盛園第二住宅の跡地に全国初めてのPPP（公民連携）の事業手法を用いて、借上げ公営住宅・民間

賃貸住宅の住宅棟、生活利便施設等の整備を行い３月13日にまちびらきが開催されました。

オンラインのセミナー「マニアック講座」を
開催いたしました（全3回）

全国初のPPP（公民連携）事業手法による
大阪府大東市・市営住宅立て替えプロジェクト

あしたの賃貸プロジェクト

～住むだけではなく、その人らしく

「暮らせる」集合住宅づくり～

に大島が登壇しました

主な掲載メディア
2020.0 4 -2020 .09

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の「リ

ノベーション・オブ・ザ・イヤー2020」。ブルースタジオより「T-flat」が特別賞として

ニューノーマルライフスタイルデザイン賞を受賞しました。コロナ禍でリモートワー

クが浸透し、今まで以上に好きなものの近くで暮らすことが可能な今、山が好きな人

は山のそばで住まうことが可能になる作品と評価をいただきました。

今までの「リノベーション基礎講座」や事例紹介などのリノベーション初心者向けコン

テンツに加え、リノベーションの実践に近い「マニアック講座」が新しく加わりました。

壁・床・天井。どれも私たち住まいの周りには必ず存在しており、無意識に触れたり、

見たりするモノです。マニアック講座では、この3点に着目し「色・形・素材など」の違

いによって生み出される空間についてお話しました。

リノベーション・オブ・ザ・イヤー2020にて
特別賞を受賞しました

10.13

10.16

11 .11

11 .13

11 .30

12 .02

12 .07

12 .10

12 .11

12 .14

12 .28 

1 .14 

1 .15

1 .21

2 .01

12 .08

リフォマガ（雑誌）

Ma n s i o n  R e n o v a t i o n
S t y l e b o o k  B E S T4 8（書籍）

伝わるデザインの授業 
‒一生使える8の力が身につく-（書籍）

L i V E S（雑誌）

&  P r e m i u m（雑誌）

E S S E（雑誌） 

社会とともに生きる賃貸住宅
2 0 0の図表で見る住まいと暮
らし（書籍）

地域人（雑誌）

暮らしも仕事も快適に
テレワークのインテリア（書籍） 

リライフプラス（雑誌）

めざましテレビ（T V）

w i t h（雑誌）  

ガイアの夜明け（T V）

1 .27

L i V E S（雑誌）

&  P r e m i u m（雑誌）

2.26

男の隠れ家（雑誌）

3.14

3 .03

S TO RY（雑誌）

Re-TRY ~人生の挑戦者たち~（TV）

3.15

男の隠れ家（雑誌）

リライフ（雑誌）

L i V E S  （雑誌）

NEWS
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「壁」 「天井」「床」

まちづくり

セミナー

12 1 2 3



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。

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） GREEN BASKET （2018）  2019 年度グッドデザイン賞受賞

カスタネア栗平 （2019）

たかすなヴィレッジ （2020）

キクデンインターナショナル （2017）

eMi i （2020）

ノーザンファーム天栄 （2013）

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。

『TOTTORI PLAY ’S』 オープン告知用ポスター Webサイト サイン計画ロゴ
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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,March 2020 

Design:Kosei Ishibashi, Kosuke Kobayashi

Location: Setagaya-ku, Tokyo

Floor area: 77.17m
Contracter: SIGMA TECH

Photos: Yoshiyuki Chiba

Condominium Renovation, June 2020

Design: Ryo Takagi

Location: Bunkyo-ku, Tokyo

Floor area: 90.13m
Contracter: X-ROAD

Photos:Yoshiyuki Chiba

2

2

「子どもとの時間」と、「夫婦の大人の時間」をどちらも楽しめる家にしたいと、当初からご要望があり

ました。家事の中心となるキッチン・サニタリー・収納の動線を整理し、家事の時短を図りつつ、美し

いLDK空間となるようにご提案しました。

築浅で、面積も十分な広さがあることから、LDKを中心に、部分的なリノベーションとしました。LDKの

両面には、大容量の壁面収納をデザインし、片方をキッチンとダイニング、もう片方をリビングとワー

クスペースをレイアウト。壁面収納には家族の思い出が飾られるだけではなく、子どものおもちゃや、

仕事用の書類が共存できるようなデザインとしました。既存の区画のお部屋は壁紙を変えることで、

自分らしさも表現しています。

全体としては、色彩を多用しつつ、構成美の要素を組み合わせて、統一感のある空間を目指しました。

クライアントとのコラボレーションにより、品のある贅沢な空間を持った住宅となりました。

装飾的立方体

窓が3方向にあり明るく開放感のあるKさんご夫妻のお住まい。広々とした空間で「今2人

でいる時間を楽しみたい」と希望されました。

元々は4LDKと細かく仕切られた間取りから、LDKとキッチンを中心とした大胆な空間に

再構築。どこにいても窓からの景色が見られ、一日中太陽を感じられるお住まいとなりま

した。玄関を入ると広い土間、すぐにダイニング、大きなカウンターが特徴のキッチンを抜

けてリビングへと繋がります。ダイニングは縦ルーバーで、リビングはアーチで、一体空間

のおおらかさはそのままにそれぞれの居場所は柔く分節。リビングと寝室の間には霞ガラ

スを縁取ったドア、奥のシルエットが浮かぶようなドラマチックな演出をしました。

一方で「みんなでいる時間も楽しみたい」というのがもう一つの希望。窓際のベンチで陽

を浴びる、ソファに座って映画を見る、キッチンを囲んで団欒する、雲を見ながら音を奏

でる。余白のある空間を2人で、時にはみんなで、賑やかに。

大胆におおらかに賑やかに
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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

ブルースタジオのラインスタンプ発売第２弾！

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！また
新コンテンツも登場します。どうぞお楽しみに！

【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
ブルースタジオが地元企業と企画・設計監理から運営まで手
がける体験型宿泊施設です。新型コロナウイルス感染防止対
策実施に伴い、なかなか外出や旅行が制限される日々ですが、
現在、ユクサでは「校庭キャンプ」が人気を集めています。
広い校庭で、密を気にせず、おおすみ鹿屋の自然を全身で感じ
ることができます。ユクサの校舎にはシャワー室やコインランド
リーも完備しているので、キャンプ初心者でも安心です。夕方は
錦江湾に沈む夕日を見ながらおおすみの味を堪能するBBQ。
夜は焚き火を焚きながら星空を見て時間の流れに身を任せて
みては。毎日があたらしい出会いや発見、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。

【所在地】
鹿児島県鹿屋市天神町3629-1

多くの方にとって身近なアプリケーションツールのラインのスタンプをブルースタジオが作成することで暮らしについて考える“きっかけ”になればという思いを込めてつくりました。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います。第二弾は、さらに日常で使えるスタンプにしました。コロナ禍でなかなか対面
よりもオンライン上でのコミュニケーションが主流になりつつある今だからこそ会話のアクセントにぜひ使っていただきたいです。3人の弊社デザイナーが作成し、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

私たちブルースタジオは成長します。
ブルースタジオは1998年に広告やVI・CIに関わるグラフィックデザイン会社として
設立しました。2000年に空間プロデュースに関わる建築デザイン部門の設立にとも
ない中野区東中野に移転し、その後の20年を大島ビル第二別館で過ごしてきまし
た。この地で積み重ねてきたこと。積み重ねた時間は、いい時間ばかりでなくもちろ
ん厳しい時間もありました。常に未来をみつめて足元を確かに正しく歩んできたと言
えることばかりではありません。それでもやりぬけた理由のひとつ。それは東中野の地
域や人たちから私たちブルースタジオが愛されていたからだと感じています。地域や
人たちの思いから、私たちブルースタジオは私たちらしく育てていただきました。経
験も規模もたりない会社が社会で今期24期までおこなえたことの根底には、その地
域や人たちからの恩恵「自分たちのルーツがある」という潜在的な基幹があったから
だと私たちは考えます。インキュベーション、新しくビジネスを育てる社会的事業が昨
今にはありますが、その地域や人たちに育まれたという意味ではこのブルースタジオ
がうけたカタチはそのインキュベーションの先駆けだったのです。
「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人
格が変わる。人格が変われば運命が変わる。」
おそらく新しい地にうつることで私たちの感性、その心にも変化が起きるでしょう。
ウィリアム・ジェームズが話したといわれているこの言葉にのっとれば、私たちの運
命もかわっていくのでしょうか。社会はその状況により、価値に対する考え方や行
動に対する考え方が急速に激変しています。私たちブルースタジオも適応し変化し
ていく必要があります。移転を運命の好機とすることが、私たちにあたえられた重
要な考え方であるべきでしょう。育まれたその地域や人たちへの感謝を忘れずに、
これまでに鍛えられた心であらたな地での行動と習慣を積み重ねて私たちブルー
スタジオの運命を大きくひらいていきたいと思います。

株式会社ブルースタジオ代表取締役社長　大地山 博
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