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新築だけでなく、リノベーションを前提とした中古住宅購入や実家リノベーションなど、個々のライフスタイルに見合った住まいを手にするための手法を住まい手
が能動的に選べるようになった今の時代。家族の関係性も共働き世帯の増加や少子高齢により変化し、多様化する住まい方と相まって、同居や近居の新しいスタ
イルも生まれ始めています。仕事、生活、子育て、親。変わりゆく暮らしと家族のカタチ、そして住まい方の「これから」を探りました。同居・近居を選んだご家族と、
将来的に娘さんが住むことを想定した戸建活用の事例をご紹介します。

家族と住まいの新しいカタチ Text & edit: Kanako Satoh

Cover Story

ご 両 親 、息 子 夫 婦 、孫 の 三 世 代 と 猫 2 匹 が 暮 ら す
『NE-CODATE』。息子さん夫婦に子どもが生まれたタイミン
グで、ご両親が暮らしていた築80年の木造2階建てを、二世
帯住宅にリノベーション。1階はご両親世帯、2階を息子世帯
の生活空間にしました。高齢のご両親の今後を考えたこと
も、同居を選んだ背景にあるそうです。
二世帯住宅にする上で考慮したのは、お互いに過干渉になら
ないように、キッチンや浴室、トイレは各世帯の空間に設け
て、生活動線を分けたこと。ただし、玄関は共用にして、もとも
とあった1階の縁側を生かして共用スペースにしました。

家づくりそのものを進めるのは問題なかったそうですが、古い
家だったので、リノベーションするか壊して新築するかは悩ま
れたそう。ブルースタジオのほかに相談した会社に「リノベー
ションは無理」と断られたこともあったようです。
ご両親との「同居」を選んだことでよかったことは、「”安心感”
の一言に尽きる」と話すKさん。そばにいながら、ほどよい距離
感もある、心地いい暮らしが実現できました。

都内に勤め先がある30代の共働き夫婦が購入した中古マン
ションは、市川市にあるご主人のご実家から徒歩1分の場所
にある物件。
「共働きなので両親から子育てのサポートを得たかったこと
と、祖父母や近隣の人との触れ合いが日常的にある環境で子
どもを育てたいという思いがありました」と話すSさん。ご夫婦
二人での暮らしが長かったので、同居はライフスタイルが激
変してしまうと思い、近居を選びました。

子どもが生まれ奥さまが職場復帰した現在、期待通りの子育
てサポートを得ることができ、とても助かっているそうです。今
はまだ深刻ではないものの、55㎡とそう広くない家なので、子
どもの成長に伴い手狭感を感じているとのこと。一方、ご実家
は同居できるほどの広さはありませんがお住まいのマンション
よりも広さがあり、戸建てです。そのため将来的には、住まい
を交換して、Sさん家族は実家に住み、ご両親はマンションに
住むという形や、実家で同居をするという形も考え始めてい
らっしゃるようです。

かつて家族で住んでいた一戸建てを、海外転勤を機にファミ
リー向け賃貸にしていたAさん。建物の老朽化や、地域的に売買
物件と競合するなどの理由が重なり、入居者の獲得が難しくな
りました。バブル期に買った家なので当時の購入価格と比べる
と、売却すると半値以下になってしまうこと、売却して一時的に
現金を得るより、賃貸して毎月一定の収入を得るほうが今後の
生活設計がしやすいと考え、シェアハウスにリノベーション。将来
的にお子さんが住居として使う可能性も考慮し、転用しやすい
シェアハウスという形を選びました。

デザイン面で考慮したのは、将来住居として使う際にも不足のな
いグレードにし、廊下やリビングは漆喰壁にして、キッチンや洗面
などの機器にもこだわりました。また、住人同士だけでなく近隣と
の交流もできるようにと、道路側からも出入りができるウッドデッ
キを設けました。「子どもの代まで使う建物でもあるので、近隣と
の良好な関係づくりや地域の環境維持につながっていったらうれ
しいですね。」と話すAさん。目下の運用だけでなく、資産を子につ
なぐことや街との関わりまで考えた、ストック活用の好例です。

住宅・不動産の購入や売買をサポートする情報サイト『suumo』の編集長であり、リクルート住まい研究所の主

任研究員も務める池本洋一氏。住まいの専門家として日本の住宅・不動産のトレンドリサーチと発信を行う同

氏に、今この時代の家族と住まいのカタチ、そしてこれからについて、ブルースタジオ・石井健が話を聞きました。

リノベーションの関心度は年々高まる。一方、マンションの分譲価格は上昇しています。その影響から、戦略的に

親との同居・近居を選ぶ人が増え、「住みたい街ランキング」に上がってくる顔ぶれにも変化が起きているという

池本氏。これからの時代の住まいの選び方は？ もっと自由に暮らしをデザインするために、今起きている変化に

ついて切り込みます。

郊外エリアで送る「お隣さん」ライフ

変 わる家 族の関 係と働き方
住まい方はもっと自由になる

suumo・池本洋一 × ブルースタジオ・石井健【対談企画】

→フルバージョンの対談はウェブサイトから

  round square

case 1

case 1

NE-CODATE
case 2

みらい荘
case 3

近居 × 中古マンションリノベーション

（千葉県・市川市）round square
築 8 0年の戸建リノベで三世代共生

case 2
同居 × 実家リノベーション

（東京都・世田谷区）NE- CODATE
子・街・未来につながる活用のカタチ

case 3
活用 × ストックリノベーション

（千葉県・市川市）みらい荘
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ライフスタイル・ライフプランの変化によって、大切なお住まいが暮らしにフィットしなくなる場合もあります。ブルースタジオでは、自社で設計・デザ
インをした物件はもちろん、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へ、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ています。　今回は中古マンションをリノベーションしたものの、お子さまの誕生後におきた保育
園問題により愛着のあるお住まいを手放す決意をしたAさんのストーリーをご紹介します。Aさんは2 0 0 9年に中古マンションを購入してリノベーショ
ン。できあがった物件『A L I C E』は、繊細かつ大胆なデザインが話題となり数々の雑誌に掲載されました。

リノベーション後の住まいの売却

「 A L I C E 」の場合価 値を伝え 、住まいを引き継ぐ

CLOSE-UP

お仕事柄、海外での生活が長かったAさんご夫妻。

築年数の古いマンションでも素材を感じることのできる空間

で個性を生かした暮らしがしたいと考え、当時築3 7年の中

古物件を購入し、ブルースタジオ設計でリノベーションをす

ることにしました。

Aさんご夫婦の希望は、光をたくさんとり入れて暮らせるよう

できるだけ壁や仕切りなどをつくらない空間にしたいとのこ

と。一方で、寝室らしい静けさも求めていました。そこで設計

者は、「ガラスの仕切りと素材感のある大扉」という大胆な

案を提案。ガラス壁により日中は光をリビングに取りこめま

すが、夜はカーテンを引くと静かな寝室が生まれます。

賃貸化、売却、不動産活用など、持ち家の活用方法にはさま

ざまな選択肢があります。そのメリット・デメリットなどを、Aさ

ん家族の状況に合わせて丁寧に話し合い考えていきました。

お子様が誕生してからの生活スタイルや、市況が上向きなこ

となどを総合的に加味すると、少し寂しいけれど売却を決断

した方が良さそう、という結論に至りました。

「それならば、ただ売るのではなく、その価値をしっかりと理解

してもらえる方にご購入いただきたい」そんな想いをいだいた

Aさん。その気持ちは、Aさんだけでなく、設計を担当したブ

ルースタジオも同じです。

大手物件情報ポータルサイトを始めセレクト型物件サイトや他業

者への紹介依頼のほか、不動産を探している方以外にも訴求で

きるよう、近隣への折り込みチラシやSNSなどを活用して内覧会

の告知を実施。3ヶ月後には、この物件に強く共感する方から問い

合わせがありました。

購入希望者にとっても、当初のご予算を大幅に越える額でした

が、最終的には余計な駆け引きなくお互いの希望を譲歩しあう形

で金額がまとまりました。

愛情を注いで大事にしてきたお家とのお別れに、ちょっぴりセンチ

メンタルな空気も流れましたが、そんな思い出ふくめて引き継いで

くれる方に購入いただけたことを、私たちも嬉しく思いました。

過去にブルースタジオのリノベーション物件を我々が窓口と
なって売却した傾向を見ると、ほとんどの方が「住宅購入費
用＋当時かかったリノベーション費用」の９０％～１１０％
の価格で成約しています。
これは唯一無二の物件の価値をきちんと理解し、買い手に
しっかり伝えられたことが大きな理由といえるでしょう。また
これから居住用の不動産を購入・リノベーションをお考え
になる場合は、高齢化・空き家化が社会問題となる昨今、
将来的な資産価値まで考えることが大切になってきます。自
分らしい住まいづくりだけでなく、リノベーションを通じた不
動産価値向上をめざすこと。既存不動産だけでなくエリア
の再生まで手がけるブルースタジオだからできる強みです。

「暮らし方をご理解いただける方をお探ししましょう。」

ブルースタジオから提案した売却価格も相場を超えた価格で

した。もちろんむやみに高くしているわけではなく、素材ひとつ

ひとつからじっくり吟味してデザインした唯一無二の価値を、

一人でも理解していただける方がいればと販売を開始。

実際、画一的な間取りの住宅に物足りなさを感じている方も

多くいらっしゃいます。時間はかかるかもしれませんが、大事

に想ってくれる方に住み繋いでいただきたいという気持ちか

ら、そんな方を探し始めました。

お二人の暮らしのこだわりをできる限りカタチにした結果、

類似するもののないオリジナリティ溢れるお部屋『AL ICE』が

完成。雑誌の表紙を飾ったりテレビ番組の取材をいただいた

と、多数のメディアにも掲載。暮らしとともに、家への愛着も

育まれていきました。

お住まいになってから8年後、新しい家族が誕生。ところが、喜び

と共に生じたのが保育園問題でした。働きながら育てることの難

しさ。共働きで仕事を続けるためにはどうしても勤務先近くに

引っ越す必要があり、現在のお住まいの今後の活用方法につい

てブルースタジオに相談にいらっしゃいました。

住宅購入からリノベーション1
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ガラスの仕切りと大扉のある住まいの完成

子どもの誕生による生活の変化2 保育園問題が発生

今後の活用を相談3 愛着のある家を手放す決意

想いを引き継ぐ4 価値を理解してくれる人を探して

販売の開始5 共感者が見つかり無事成約へ



『 陽明館 』の内覧会開催

昭和戦前期に建築された陽明館は初島・伊豆大島を前面に望む熱海の景勝地に
建つ近代の別荘建築です。この文化的価値を次世代へ「つかい継ぐ」ことを目的に
改修を実施。6月4日には、建物を『五感』で楽しむためのヨガ教室やお茶を提供す
るお披露目会を行いました。

東久留米市内に多く在住する地元農家さ
んによる新鮮な野菜販売のほか、地域の
方々による生花や古本、小物販売などを行
いました。また「だんらん広場」の「まちラ
イブラリー」には、まちの人々から「自然」
をテーマにした書籍をつのり、たくさんの
本が集まりました。

新卒向け会社説明会を実施
18年卒の新卒者を対象に、4月27日(木)に会社説明会をSodaCCo
にて開催しました。
実際にプロジェクトを担当しているスタッフが、ブルースタジオで
の仕事やキャリアについて話をしました。また、説明会終了後は同
会場にて説明会参加者も交えた懇親会も行いました。

新卒向け会社説明会を実施

るお披露目会を行いました。

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 7年度前半の出来事をご紹介します。

TIMELINE 2017 APR.～SEP.

6
JUN.

5
MAY.

7
JUL.

4
APR.

賃貸集落『鵠ノ杜舎』の棟上げまつりを開催

N H K「クローズアップ現代」に
大島芳彦が出演しました。

旅する子ども部屋『 b - C a r a v a n 』、
BETTARA  S TAN D日本 橋で
イベントをしました

隣接する駐車場を街にひらいた賃貸住宅『ル・シュバル』で、
東久留米のベジマルシェを開催

畑仕事をする人々、丘の上で木登りをする子どもたち、青空の遠くに浮かぶ富士の尾根。「鵠ノ杜舎
（くげのもりしゃ）」は、里の原風景が広がる湘南・藤沢に新たに生まれる小さな集落。
4月15日（土）には「棟上げまつり」を開催し、もちまき、大工さんとのバードハウス作りワークショッ
プ、そして青空の下みんなで食事もできる1日となりました。

6月15日に放送されたNHK「クローズアップ現代＋」に、ブルースタジオ大島が出
演。「空き家が収益物件に!?、新時代の活用術」をテーマに、ブルースタジオで設計
を手がけたカフェと旅館「シーナと一平」も紹介されました。

4月の棟上げまつりにつづき、7月8日
（土） には鵠ノ杜舎で夏祭りを開催。
地元農園による採れたての湘南野菜
や、はちみつ、ジャムの販売等「地産
品」にこだわった出店や、本建物を造
る大工さん達と一緒に行う竹のワーク
ショップの他、地粉で打った「流しうど
ん」がふるまわれました。参加した子
供にとって、ワークショップにうどんに
大喜びの1日となりました。

4/23 (日)に「BETTARA STAND 日本橋」で開催されたイベント
「もしもお店が動いたら、もしもお家が動くなら」では、いろんな意
味で場所にとらわれない働き方・暮し方をされているみなさんが集
まり、マルシェとトークイベントを開催。動くお店、動くお家が大集
合しました。ブルースタジオはキャンピングカーをリノベーションし
た、旅する子ども部屋『b-Caravan』で参加しました！

く げ の も り し ゃ

湘南・藤沢  『鵠ノ杜舎』の夏祭りがひらかれました
くげ の も り し ゃ
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朝日新聞のアクティブシニア向けコンテンツ
「Reライフプロジェクト」の読者イベントに
石井健が登壇
子育てが終わったり、定年退職を迎えたり、ライフスタイルが大きく変化する50
代以上のアクティブ世代と一緒に、これからの人生を過ごす「住まい」について
考える読者イベント。今の家に住み続けるかどうか、リフォームをするか、実家を
どうするかなど、住まいに関する幅広い悩みや相談に、不動産コンサルタントの
長嶋修さんとブルースタジオ石井健が答えました。

朝日新聞のアクティブシニア向けコンテンツ

8
AUG.

9
SEP.

「まちぐるみの保育」を提唱する
『まちのこども園  代々木公園』が、
ブルースタジオ設計監理のもと
代々木公園内に誕生

ペーパーアイテムメーカー「真創」のビルを
東京と大阪でリノベーション。
東京「 ba rq  S H I N S O  B L D G」、
大阪「 b r i q  S H I N S O  B L D G」がともに竣工！

全戸カスタマイズ可能なリノベーションマンション
『 L A N D L I F E  調布国領』に、
TOK YO  S TA N DA R Dモデルルームが完成

ブルースタジオとリビタが提案する
郊外を楽しみつくす戸建「横浜荏田北の家Ⅰ」が竣工

アウトドア好き必見の
賃貸住宅「H u t」が完成しました

仕切りの少ないニュートラルな空間に、
気分や状況に合わせて気ままに過ごせ
るデザインが魅力。8月13日には、現地
内覧会とともに、住宅ローンの相談会も
行いました。

東京・浅草橋は、１階に入居するビストロシェフが大家さんのオフィス。共用部にはキッチンとダイニング
スペースがあり「食事を共にして働く仲間と繋がる」がコンセプト。いつでもテーブルを囲んで仲間と食事
を楽しめます。大阪・東船場は、ものづくりへの思いをこめたオフィスにリノベーション。オーナーが運営す
る、活版印刷を使って自由に制作を楽しめるワークスペースも同時オープンしました。

ReB ITAの戸建リノベーション事
業「HOWS Renovat ion Lab」で、
ブルースタジオが設計・監理を担
当。郊外戸建だからできる暮らし
の楽しさを追求し、家の随所にあ
る「余白」に家族で楽しめるアク
ティビティを盛り込みました。

都内の住宅では中々実現しづらい、お家でのキャンプや、DIY、野菜栽培など、自
宅に居ながら日常の延長で屋外での活動が楽しめる賃貸住宅『Hut』が竣工。8月
19日の内覧会では、火薬を使わない線香花火づくりのワークショップや、ブルース
タジオ特製かき氷をご用意し、集まった方々に夏の1日を楽しんでいただきました。

明治神宮の豊かな森に隣接し、多様な自然環境・歴史・文化に育まれ、国際色豊かな利用
者が年間約1,0 0 0万人訪れる代々木公園内に、ナチュラルスマイルジャパン株式会社運
営、ブルースタジオが設計監理を手がけた『まちのこども園 代々木公園』が竣工しまし
た。建物のデザインは、小高い丘のうえに佇む想像上のおおきな農家をイメージ。みんな
が集う大屋根にまもられた日本家屋には、「まちのこども園」の特色でもある誰もがアク
セス出来る地域社会との接点として、囲炉裏のある土間空間をそなえます。
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LEASING MANAGEMENT
リーシング・管理

社会資産としての建物の価値。そこには継続的な収
益性、市場性が問われる。ブルースタジオは企画、デ
ザインを担当した物件の価値を実証し継続させるた
め、リーシングマネジメント(仲介)およびプロパティマ
ネジメント(管理)のサービスを提供。企画、設計、施工
監理、ブランディングに連なるこのサービスは最大化
された資産価値を永続的にドライブさせるための重
要な機能。建物に流れる「時間の価値」のマネジメン
ト。それが、リノベーションであり、管理の本質であ
る。

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。

DETACHED HOUSE
戸建住宅のリノベーション

家といえば「戸建て」を思い浮かべる人も多いはず。家族で長く過ごした
「家」の記憶を大切に、今の暮らしに合わせた住まいへ。建物の耐震性、劣
化等の調査、新築との比較検討、資金計画からリノベーションまで、ブルー
スタジオでは一人一人の暮らしのストーリーに沿って、クライアンツ・オリ
ジナルな住まいをつくり上げます。

06 © blue studio Co.,ltd. 2017

DESIGN YOUR LIFESTYLE!
中古 +リノベーションのワンストップ･サービス

実需（=クライアント自身の居住用区分所有マンションや戸建住宅）向けの
中古+リノベーションのワンストップ・サービス。
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」と考えるブ
ルースタジオは、リノベーションを前提に中古物件探しを始めるクライアン
トのエージェントとして、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。同時に、リノベーションによって生まれる大き
な可能性を提示するため、クライアントの理想の生活、資金計画、一生住む
のか10年で住み替えるのか、住み替え時には売却・賃貸化するのか等…、
「住まい」を横断するさまざまな諸条件や価値観をコンサルティングする。
予算・立地・広さ・築年数などさまざまな条件のバランスを吟味しながら家
づくりのロードマップを“編集”し、その人にとっての理想の住まい（不動産）
を導き出す。クライアントにとっての真の正解とは、「住まい」というモノが
もつあらゆる側面が一編のコンテクストとして調和していることである。デ
ザインにおいても柔軟で優秀なスタイリストであることを意識し、トータル
で調和を図りながら、「クライアンツ・オリジナル」のデザインを提供する。

「TOKYO STANDARD」は定額制セレクトオーダー型の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
機器はブルースタジオの豊富な実績をもとにした、選りすぐりからセレク
ト。多くの方により良い生活を提案する次世代リノベーションサービスだ。

●定額制セレクトオーダー型リノベーションサービス

RENT & SALE
不動産の売却・賃貸化

ライフスタイル・ライフプランの変化によって、大切
なお住まいが暮らしにフィットしなくなる場合があ
る。ブルースタジオでは、自社で設計・デザインをし
た物件はもちろん、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
方へ、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・賃貸化をサポートする。

本号 P 3にて売却・賃貸化を特集！

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

フルリノベーション事例

事例

arbre （2017） field  （2017）

I邸 （2016）

K邸 （2015）

CLOSE-UP
「リノベーション後の住まいの売却」

→
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“MOKU-CHIN” RENOVATION
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賃建物。入居者
の高齢化とともに収益性の低下ばかりでなく都市防災の観点、
高齢単身者の孤立という観点からもその存在は社会問題化し
ている。今生まれつつある共生・共存のニーズ、個々人の「住み
こなす暮らし」に対する価値観に着眼し、この問題に取り組んで
いる。

* 木賃＝木造賃貸

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。その営みが人々と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。

西調布一番街つくるまちプロジェクト （2014）

RESTRUCTURING PUBLIC FACILITIES
公共施設再生

ブルースタジオでは、「美術館」や「競走馬の調教場」など、公
共・公益に資する施設の再生、デザインを手がけている。公益施
設は、建設という行為よりもむしろ、施設が継続的に利用される
ための仕組みのデザイン、共感のデザインに価値の本質が存在
する。クライアントの事業目的とビジネスモデルを詳細にヒアリ
ングすると同時に、マーケットのニーズ、動向をふまえた上で、そ
こに社会性豊かなメッセージを込めていく。 那須高原 藤城清治美術館 （2013）

都町ハウス （2014）

“DANCHI” REVIVAL
「団地」再生

「団地」という住環境には、団地住人ばかりでなく周辺住民も含
めてその緑豊かな敷地環境をコモンスペースとして共有する成
熟した「団地コミュニティ」が存在する。多くの子どもたちが遊
び、人々は大木の木陰で身を休め、会話を弾ませる。団地とは、
もはや私たちにとって住環境としての単機能を超えた「都市公
園」だ。
ブルースタジオでは、「団地」再生は建物の再生にとどまらず、そ
の公共性を再び地域社会に見出し、次世代コミュニティとして
リ・デザインする。

BUILDING RENOVATION
既存事業用建物のリノベーション

時間の経過とともに建物を取り巻く社会環境は変化し、ライフスタイル
やニーズ、当初設定されたソフトウェアの妥当性は失われていく。その
間およそ30年。しかし、ハードウェアの寿命は決して30年では潰えない。
陳腐化しているのはソフトウェアと設備などのインフィルだけだ。この
段階において必要なことはソフトウェアの再考である。
リノベーションによる建物バリューアップのメリットは、既存躯体利用に
よる工事費の削減、工期の短縮によるオポチュニティーロスの低減にあ
る。しかしながら、リノベーションの成否を分けるのは工事そのもので
はなく、的確な再マーケティングによる商品のリポジショニングである。

BRANDING & PROMOTION
ブランディング・プロモーション

物件、建物の価値創造には人々の共感を生むストーリー、物語性が欠かせないとブルースタジオは考
える。商品企画において行われる定量的かつ定性的なマーケティングとターゲット検証。そしてター
ゲットに対して価値を的確に訴求するためのコンセプトワード、物件名称、ビジュアルの提案・作成。企
画段階から設計、工事監理と並行し的確なタイミングで行われるこれらのクリエイションは一貫性の
ある力強いメッセージを物件に与える。ブルースタジオのブランディング、プロモーションのサービス
は建物にとどまらず、事業、企業そのもののブランディングにまで及ぶ。

ARCHITECTURAL DESIGN
「新築」 建物企画・設計

賃貸住宅を建てれば借り手がつく時代は既に終息している。これから
の賃貸住宅は建てることが目的ではなく、どのように運用するか、経
営の感覚が問われる時代。賃貸共同住宅の商品企画プロセスは、リノ
ベーションも新築も同じ。時間の蓄積を劣化ではなく、“価値の蓄積”
に変える。そこに必要なのは、「物」ではなく「物語」である。
マーケットに求められ、継続して魅力・価値をもちつづける社会資産
となるべきものとして、ブルースタジオは、共同住宅に限らず、店舗等
事業用建物から戸建住宅まで、種々の建物の新築に関する企画・設計
を行なっている。

DESIGN CONSULTING & 
CREATIVE DIRECTION
デザイン監修&クリエイティブディレクション

不動産価値の最大化、差別化において重要なのが「一貫
性」だ。リサーチ、企画において定められたコンセプト
を、設計・工事・プロモーション・運用の各フェーズに対
して確実にフィードバックさせることが肝心である。
ブルースタジオは、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た柔
軟な関わり方をとりながら、包括的かつ客観的なディ
レクションサービスを提供する。

MARKETING &
PROPOSAL
マーケティング& 企画

ブルースタジオが提供するのは、対象不動産に対する
トータルなソリューション。「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るとともに、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、コンテンツおよび事業
収支に至るまでトータルな企画を提案する。

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）

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、リ・デザイン
に取り組んでいる。デザインコードを与え、建物・ランドスケープ
デザインのみならず、サイン計画からその空気感までもデザイ
ンする事を試みている。

CASE STUDY 01
大手企業の元社員社宅の一棟丸ごとリノ
ベーションプロジェクト。コンセプトで
ある「人と街と自然が調和する住まい」を
目指し、建物だけでなく外構を含めた住
環境に地域の特性を考慮し、事業ブラン
ディング、ネーミング、VI・Web サイトの
各種デザインを行なった。

CASE STUDY 02
大磯町に位置する共同住宅の一棟リノ
ベーションプロジェクト。建物のネーミ
ングから、VI のデザインだけでなく、その
建物が建つ地域の魅力を伝えるスタンプ
ラリーイベント「大磯てぬぐいスタンプ
ラリー」を企画・開催。共催者のコーディ
ネートから制作物のデザイン、イベント
の運営までを担当。イベント当日は多く
の方々の来場で賑わった。　

キクデンインターナショナル （2017）

SHOP DESIGN
店舗デザイン

飲食店舗・物販店舗・ヘアーサロン等のリノ
ベーション実績で培ってきたオーダーメイド
の空間デザインノウハウと物・空間に物語を
与えるブランディングの力。それらのノウハ
ウを活かし、事業目的に向けた最適な店舗
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）までを含むトータル
サービスを提供する。

OFFICE  INTERIOR
オフィス・インテリアデザイン

オフィス空間に求められるのは、機能性に加
えた「創造性」。オンリーワンのデザインによ
るオフィス空間は、利用するスタッフが日々
アイデアを創出する場となると同時にクライ
アントに対しては最も効果的なプレゼン
テーションツールとなる。オーダーメイドの
空間デザインのノウハウを活かし、コーポ
レートアイデンティティを最大化するサービ
スを提供する。

リデアルジム （2017）

ノーザンファーム天栄 （2013）

BEFORE AFTER



デザイン事務所といっても、単にデザインをするだけではない。マーケティ
ングや企画、ブランディングから客付けまで、すべてを一貫して手掛けてい
る。包括的にプロジェクトをすすめ、最適なものをデザインするのがブルー
スタジオ。一棟ビルをリノベーションした５階建ての事務所は、階ごとに部
署がわかれているが、互いによくコミュニケーションをとりながら、物件に関
わるあらゆる人たちの幸せを目指して、みんなで一致団結して働いている。

「毎日忙しいんじゃないですか？」とお声をかけいただくことも多いブ
ルースタジオのスタッフですが、時期をみて休みを取り、みんな自分の
時間を楽しんでいます。ではブルースタジオのスタッフはどんな休日を
過ごしているのでしょうか、今回はその一部をご紹介します。

夏休みを利用して、地元で
ある尾道市の生口島・高
根島で「第6回瀬戸田映画
祭」を開催しました。第１
回目から副代表として携
わっていて、地元や東京の
仲間と一緒に手作り感を
大事に企画し年々来場者
も増えています。映画祭を

始めてから地元の人とのコミュニケーションや帰省
する機会が増え、日常的に”ふるさと”を感じていま
す！来年はみなさんもぜひ足を運んでみてください。

6月に広島のオフィスビル
を改修した複合ビル「お
りづるタワー」に行ってき
ました。屋上階の展望台
「ひろしまの丘」が予想以
上によく、視界を遮るもの
が全くない3 6 0度見渡せ
る開放感！床や天井は木
で覆われていてとにかく

居心地が良かったです。地方に出張で行くこともあ
るので、各地の気になる建築を日々探しています！

ブルースタジオでは有休
とは別に１年に一 回 、連
続して１週間休みを取る
ことができる「サバティカ
ル休 暇 」という制 度があ
ります。今年 6月にその制
度を利用して母と二人旅
でベトナムに行ってきまし
た。ベトナムで古都ホイア
ンの散策中に、私が迷子

になるというアクシデントが！なんとか無事に母と
再 会できましたが、親 子で涙の抱 擁という展 開
に・・・。ベトナム料理はとっても美味しかったので
すが、何より親の大切さを改めて実感しました。

→他のスタッフの休日の様子は、
　ほぼ毎日更新のスタッフブログでも紹介されています！

8LDK
blue studio Renovation Office

GET TO KNOW US
数々の物語が生まれる8LDKオフィス。
ブルースタジオはこんな仲間たちと
こんな働き方をしています。

G.L.

すごく
いいですね。

おいしそう。

わーい。
絵本いっぱい！

回遊プランが
ポイントです!

ワインがおいしい
お店なんですね。

よし!
できた。

外構はこの案で
考えてます。

プレゼンに
出かけるぞ！

青は藍より出でて
藍より青し

街との
つながり!

AURAの資料
どこだっけ。

露天風呂を
つくろう！

明日、案内
できますか。

照明のイメージ
はいいね！

それは気持ち
良さそうだ！

申込
頂きました!

気分爽快

今日は屋上で
仕事♫

Hello!!

指令！！

乾杯!
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KITCHEN

LIVING

LIBRARY

DINING

ブルースタジオスタッフの休日

blue studio Activity

夏休みに地元・瀬戸田で野外映画祭を開催！

開放感が心地よい広島「おりづるタワー」を満喫

サバティカル休暇で母娘二人のベトナム旅

た
に
ち
ゃ
ん

ナ
ガ
ヤ
マ

て
ら
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