
blue studio magazine

year: 2018
no. 12

© blue studio Co.,ltd. 2018 01

OUR SERVICE

「地域社会との接点をデザイン」
まちのこども園 松本理寿輝さんインタビュー



「地域社会との接点をデザイン」

開園記念として、オリジナル絵本
「すてきなあな」を制作しました！

2017年10月、代々木公園内に『まちのこども園 代々木公園』が開園した。 事業主のナチュラルスマイルジャパン社（以下NSJ）は、「子ども主体のまちぐるみの保育」を提唱し、これまで
５つの認定こども園「まちのこども園」・認可保育園「まちの保育園」を開き運営している。本プロジェクトが初めてのコラボレーションとなるが、NSJ代表の松本理寿輝さんとブルース
タジオの大島は、実は10数年前から交流がある仲だという。今回は、このプロジェクトの背景や想いについて松本さんにお話を伺った。

『まちのこども園代々木公園』の開園を記念して、園の
「まち観」を表現した絵本も作られました。こどもたち
が代々木公園の自然、渋谷のまちの文化・歴史・風土
に触れ、より良い出会いと豊かな実体験を持つことが
できることを願い、開園のときに、入園するお子さまと
ご家族に配られました。

僕たちは「こども主体のまちぐるみの保育」を掲げていますが、こ
の「まちぐるみ」という言葉には2つの意味が含まれていて、1つは
こどもたちの学びや育ちのために地域資源・環境を活用すること。
もう1つは、ここ自体がまちづくりの拠点になるということです。

そのためにも地域の人たちから、「この地域にこの園があってよ
かった」と言われる園をつくりたいという想いをもっています。
それにはエリアの文脈を読み解き、この土地に何が求められる
のか、点や面だけでなく時間軸も含めて考えることが必要。

大島さんとは10年以上前から付き合いがありますが、建物やま
ち、人とのつながりのデザインにおいて、ある意味達人だと思っ
ていて。現在のトレンドだけでなく、脈々と続く地域の歴史も含
めて考え提案してくれるので、その領域でのリスペクトがありま
した。僕は教育領域から、大島さんは建築領域で考えています
が、こういう部分での共通点もあって、今回のプロジェクトが実
現しました。

今回、ブルースタジオで「まちのこども園 代々木公園」の設計・監
理を担当させていただきました。一緒にこのプロジェクトに取り組
んだ背景を聞かせてください。

で、海と陸の間、林と草原の間など、ふたつの環境の「間（あい
だ）」を指します。そこは双方のいいとこ取りができるので、最も
多様性に恵まれ、先駆種が生まれやすい場所なんです。保育園
と地域の「間」であるまちとの接点は、まさに「移行帯」だと思っ
ています。

現代は変化が激しい予測不可能な時代と言われていますが、そ
の時代に新しいアイディアが生まれる源泉は、「間（あいだ）」に
あるような気がしています。この土間は、こどもや保護者、地域
の人がつながる場ですが、このような「間」こそ、新しい価値が生
みだされるために大事なのではないでしょうか。

「移行帯」という言葉を最近使っているのですが、生態学の言葉

まちとの接点である「土間」とは、どんな場所ですか？

園長・山岸さん
こども同士の遊びがこの家屋の中で自然とつながり、コミュニ
ケーションが生まれています。よく１歳の子が二階から下をのぞ
いて、年長の子たちの遊ぶ姿をじっと観察しているんです。見て
いるだけですが、いろんなものを感じとっているんじゃないで
しょうか。吹き抜けが建物全体をつないで、お互いを意識し合え
る空間をつくってくれているのを感じますね。

園長先生にも、こどもたちの様子を聞きました。

東京都渋谷区
『まちのこども園 代々木公園』

構造・規模：木造２階建

専有面積：871.23㎡

竣工年：2017年

INTERVIEW

ここ代々木公園は、年間1000万人もの外国人が訪れる多文化な
エリアでありながら、明治神宮という伝統的な趣も漂う場所。建
物は直感的に、日本家屋でいきたいと思っていました。公園にも
マッチしそうなイメージもあって。そんなことを思い描いていた
ら、大島さんから「ここは大きな農家にしましょう」という意見が（笑）
「そうそう、それです！」と一瞬でコンセプトは決まりましたね。

さらに日本家屋では、歴史を見ても、土間が中間領域的に使わ
れていたコミュニティの拠点。そんなところからアイディアが広
がって、地域に開かれたコミュニティスペースとして、園の入り
口に土間を設けました。
 

実は僕自身、各地域のコミュニティの意志で園が育っていって
ほしいと思っているので、あまりビジョンを描かないようにして
います。「こどもも大人も豊かであるためには、どうあるべきか？」
という問いを真ん中に置くイメージですね。

昨年の秋には声をかけていただいて穏田商店街でこどもの作品
の展示をしましたし、今年は土間で教育に関する実践を共有す
る場の開設も予定しています。地域の方との交流もこれからだん
だん起こってくるので、みんなで考えながら文化を創っていく。
そんな、地域をつなぐ場でありたいと考えています。

今後『まちのこども園 代々木公園』はどうなっていってほしいですか？

想像以上ですね。訪れる皆さん、まずこの建築に驚きます。
遠くから見ると公園の自然環境と相性がいいし、中に入れば木
の香りや、無垢材の床も心地いいですよね。漆喰の壁は狭い空
間でも音を吸収してくれますし、湿度の調整もしてくれて、気持
ち良さを感じます。健康的にもいいんでしょうね。

こども達にも「この建物どう？」と聞いたら「いいね！」と即答でし
た。大人だけでなく、主役であるこども達も気に入っていて、自
慢の建築にしてくれているなと思います。

完成した建物はどうでしょうか？

まちとの接点である「土間」 「土間」で行われた
箸づくりのワークショップ

建築のコンセプトはどのように作られたのでしょうか。

建築概要

内容は日本語と英語の併記です。

まちのこども園 松本理寿輝さんインタビュー
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アートウォールに込めたこれからのライフスタイル

仕事の転機 、B U F F との出会い

木造のメゾネット式空間を自分らしく使いこなす

ブルースタジオ的賃貸生活レポート

新たに住居を探すとき、何を決め手にするだろう？
会社からの距離は？家賃の目安は？コンビニやスーパー、子どもがいるな
ら学校だって近所に欲しい。賃貸住宅を探すこと、それは「今」のライフス
タイルに合った住居探しであることが多いだろう。しかし、BUFFに暮らす
政金さんは違った。「これから」のライフスタイルの理想を、住居に込めた
のだ。

政金さんの職業はデザイナー。以前は湘南エリアに住み、バイクでデザイ
ン事務所に通っていた。パチンコ関連のデザインを手がけていたが、だん
だんと仕事に行き詰まりを感じるようになったという。仕事への熱意が失
われていくのと反対に、もともとファンだった「アイドル」への気持ちは高
まっていった。

「普段は優柔不断なんですけど、好きなもんに限っては、もう決めたらバ
ンッという感じで」と政金さん。

ついには仕事を辞めて、アイドルに関連したデザイナーになることを決
断。紆余曲折あってデザイン事務所には属したまま、個人的な仕事場を
借りることになった。「住居兼、仕事場」という新生活のスタートライン、そ
れがBUFFだった。

『 A R T  WA L L 』が支えた、仕事への決意
現在、政金さんはアイドルの衣装デザイナーとして働いている。もともとなんのツテもなく飛び込んだ世
界。服飾系の大学で学んだ経験から、やがて衣装制作を請け負うようになった。現在は一ヶ月ほどのスパ
ンで依頼を受けて、いくつかのアイドルグループを担当しているという。好きなことを仕事にと決意し入居
したBUFFで、アイドル関連のデザインだけを手がけるようになったのだ。

「これを描いてくれたおかげで仕事やってんだろうなぁ」
そう呟く政金さんの視線の先には、あるグラフィックペイントがあった。「IDOL」（アイドル）と描かれたそれは、
ちょっと変わったBUFFの入居者特典。部屋の一角に、入居者が希望するグラフィックペイントを施す『ART 
WALL』サービスだ。外壁のペイントも担当したアーティスト「holiday」によるペイントは、部屋に少しのアクセ
ントを与える。入居者が替わるごとにペイントは追加・更新されていく。それは「BUFF＝磨く」という名前の通
り、自身の暮らしにこだわりや愛着を持つこと、ライフスタイルを磨いていくことを支えるものになる。

東京都世田谷区『BUFF』
構造・規模：木造２階建

建築概要

世田谷区上北沢は、ゆったりと穏やかな空気が流れる住宅街。徒歩7分ほどの駅までの道には、肋骨通りと呼ばれるまっす
ぐにのびた桜並木が美しい。そんな閑静な街にたたずむのが、築40年の木造戸建が生まれ変わった賃貸住宅『BUFF』であ
る。もとは一階をオーナー住居、二階の4部屋を下宿としていた建物は、改修されメゾネットタイプの2戸建てになった。外
壁のグラフィックペイントは主張しすぎないポップさで、上北沢の街になじみつつそこでの暮らしに個性を感じさせる。

「バイクを置けて、ちょっと変わってるとこで、事務所兼で使えそうなセパレートっぽい感じのとこを探してたんです。変わってる
のが一番の決め手ですね。」(政金さん)と、「これから」の家を選んだ条件を語ってくれた。初めて見た印象から、絶対住みた
い！と即決したという。選んだ条件でもある、生活と仕事を兼ね備えた住宅にはどのようなライフスタイルがあるのだろうか？

『BUFF』のいちばんの特徴は、メゾネット式でメリハリのあるふ
たつの空間だ。一階部分は土間床で、キッチンの前にデスクを
置いた作業スペースとなっている。土足のままのアクティブな空
間には、デザイン作業を手助けするパソコンやコピー機が並ん
でいた。二階は木造ならではの、ぬくもりの空間。天井は小屋
組みがむき出しになっており、とっても開放的。さらけ出された
柱や梁からは、木という素材の温かみがダイレクトに受け取れ
る。三方向の窓からは光が注ぎ、くつろぎの生活スペースが広
がっていた。

仕事は長い期間をかけてデザインを練ってから、集中的に作業
をすることが多いという政金さん。時期によっては昼夜関係な
く、一階の作業スペースで長時間過ごすこともあるという。座
りっぱなしの作業のため、二階では横になってリラックスして過
ごすことが多いのだとか。

部屋のあちこちには政金さんのセンスが光る、魅せる収納が目を引
いた。階段に沿って掛けられたハットやメガネ、二階に上がってす
ぐにあるシューズラック。メゾネットタイプの住宅を生かして、ファッ
ションアイテムもインテリアの一部にしてしまう工夫があった。

政金さんの部屋のペイントは「IDOL」の文字のまわりに、いくつかの三角形が描かれており、まるでスポットライトで照らされているように見える。その光源の先に時計
を飾るところにもインテリアへの遊び心が見えた。

なぜ「IDOL」にしたのかという問いに「単純に、好きだから」と答える政金さん。このペイントは、政金さんの「好き」の気持ちをかたちにしたものだ。目に見えるように残
ることで、「これから」のライフスタイルへの決意は支えられてきたのかもしれない。この先も『ART WALL』は、BUFFに住む人たちの「これから」に、ささやかなきっかけ
や暮らしの支えをつくっていくだろう。

小物が並ぶ１階キッチンの棚。壁にはアイドルのポスターも 物件名のロゴが描かれた外観階段にも絵や小物を飾って見せる収納に

専有面積：43.08㎡
リノベーション竣工年：2014年

「IDOL」（アイドル）のウォールアート
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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 7年度後半の出来事をご紹介します。

双日都市開発販売の新築マンション「インプレストコア赤羽」のモデル

ルームのデザイン監修およびコーディネートを手掛けました。本物件は

「インプレストコア武蔵小山」につづく第２弾。「murum-好きに囲まれ

る暮らし」をテーマに、ひとりひとりが秘めている「好きなモノ」「した

いコト」をより楽しむために、既成の家具・収納・部屋という枠からと

びだして仕掛けをちりばめました。このプロジェクトは、立地や価格帯

をもとにゼロからコンセプトを作り上げ、住み手の個性に応える新しい

新築マンションのかたちを目指しています。

TimeLine

個人邸新セミナー

「ブルースタジオのリノベーションガイド」がスタート

第６回「ホシノタニマーケット」が開催

『まちのこども園 代々木公園』開園

地元コミュニティ型新業態「喫茶ランドリー」オープン

湘南エリアで「nezasu house」プロジェクト始動

湘南エリア最大級の管理物件数を誇るユーミーらい

ふグループと、ブルースタジオが共同で展開し、賃貸

の入居者と地域社会のつながりを住環境の価値に転

換する試みとして、「地域にねざす」「文化にねざす」

「風土にねざす」をコンセプトにした賃貸住宅ブラン

ド「nezasu house（ネザス ハウス）」が始動しまし

た。現在までに湘南エリアにおいて３つの賃貸住宅

が完成。また、2018年5月には茅ヶ崎に第４弾とな

る、まちに開かれた広場をもつ住宅と商業の複合施

設「たかすなヴィレッジ」が竣工予定です。

築55年の工場をリノベーションした店舗『喫茶ランドリー』が墨田区千歳にオープン。 事業主は

「１階づくりはまちづくり」をモットーにさまざまな建物の１階や公共空間の、あり方を提案する

株式会社グランドレベル。ブルースタジオは石井大吾デザイン室と共に店舗の設計監理をしまし

た。喫茶空間に加えて洗濯機や乾燥機、ミシンやアイロンを備えた「まちの家事室」が併設される店

舗は「どんなひとも、それぞれに自由なくつろぎを」をコンセプトに、多様な人々が気軽に利用でき

る地域密着型の居場所を目指しています。

新築マンション「インプレストコア
赤羽」のモデルルームのデザイン
監修を行いました

ブランディングプロモーション

店舗デザインデザイン監修

10 11 12
個人邸新セミナー

「ブルースタジオのリノベーションガイド」がスタート

12

代々木公園』開園

11
個人邸新セミナー

「ブルースタジオのリノベーションガイド」がスタート

Bet t a r a S t and日本橋で「もしもお家で○○が

できるなら～野遊びと空間作りのプロが教える、自由なお家の作り方～」開催

戸建リノベーション@東村山市

完成内覧会を実施

『鵠ノ杜舎』が竣工。秋のイベント、

「うごくおうちと とれたて市」を開催しました
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10.1  　H U F F P O S T  （W e b ）

主な掲載メディア
2 0 17.1 0 -2 0 18 . 0 3

10.10  オーナーズ・スタイル関西版  （雑誌）

10.30  日経ビジネス  （W e b ）

11 .4    S h o n a n  G a r d e n  （W e b ）

1 1 . 8   とくダネ  （ T V）

11 .15  L i V E S  （雑誌）

11 .25   L I M I A  （W e b ）

12 .15  リライフプラス  （雑誌）

1 .14   L i V E S  （雑誌）

1 .20    H E R S  （雑誌） 

1 .20    L I FULL  HOME ’S PRESS  （W e b ）

1 .29   男の隠れ家  （雑誌）

3.2     毎日新聞  （新聞）

3.15   リライフプラス  （雑誌）

3.15    L i V E S  （雑誌）

1月27日と2月10日に、NTT西日本、テックショップジャパン、ブルースタジオにて、『ちょっと未来の暮らしをつくろう～毎日を便利に
楽しくするスマートアイテムをプロトタイピングする～』ハッカソンを開催。現在を起点に未来の暮らしを考え、５チームに分かれてア
イディアを出し合い、２週間かけてプロトタイプを作成しました。ハッカソン後も引き続き、商品化をめざしてプロダクトのブラッシュ
アップを続けているチームもあります。本イベントでブルースタジオは、「住」にまつわる幅広い知見やノウハウを活かして、コンセプ
ト作りから審査基準まで企画全般を担当。執行役員の石井がインプットトークと審査員を務めました。

リノベーション・オブ・ザ・イヤー2017で

『横浜荏田北の家１』が「優秀R5住宅賞」を受賞しました

朝日新聞デジタル&W連載

「リノベーションスタイル」が５周年を迎えました

鎌倉のヘアサロン『CICATA』がオープン

「ユクサおおすみ海の学校」が国土交通省の

民間都市再生整備事業計画に認定

新築賃貸オフィスビル
「16SKY BLDG.」にて完成内覧会開催

新築木造賃貸住宅
「tento」で完成内覧会開催

「ちょっと未来の暮らし」を
テーマにしたハッカソンの企画を手がけました

明治通りを軸として東西を明治神宮外苑・御苑、南北に再開発進行中の渋谷・

新宿エリアを結ぶ、伝統と新規性の交点に株式会社大正スカイビル所有の新築９

階建の賃貸オフィスビルが完成しました。エリアの特性から、木調の軒を介し東

京をパノラマで眺望出来る水平連続窓や多治見産特注タイルを使用した外装な

ど、伝統と格式を受け継ぎながらも新規性を想起させる要素を融合。消費される

ことのない次世代のスタンダードとなるオフィスデザインを追求。流行発信拠点

を牽引する新しいランドマークを目指します。

南に大きくひらかれた窓から古寺の大欅をのぞみ、かつての世田谷・農村集落

松澤村の原風景である「おてんとさま」の恵みを彷彿とさせる、うららかな陽

射しに満たされた住まい「tento（てんと）」が、ブルースタジオの設計監理のも

と完成しました。収益物件では敬遠されがちな木造を、敷地特性を読み解き、

この場所でしかつくり得ない建築計画と、それを裏付ける性能によって付加価

値を高め、長期的な競争力のある賃貸物件として注目されました。完成内覧会

には述べ90名のメディア・事業関係者が訪れました。

マーケティング企画

新築建物設計 新築建物設計

1 2 3
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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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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。

新築やリノベ済物件購入の検討を経て、やはり細部までこだわって自分たちらしい

家を作りたい！とフルリノベーションを決意したご夫婦。 奥さまは、育てることと作

ることが大好きで、たくさんの植物のほか、ネコやメダカ、イモリを育てています。

そこで、家の中に水や植物があって、その間を行き来しながら暮らす毎日をイメージ

し、お二人の好きな物をたくさんちりばめた、山水画のような空間を作りました。部

屋の真ん中には大きな観葉植物。天井から植物をつったり、畳の小上がりの脇に玉

砂利を敷いたほか、洗面のシンクは1. 5mほどの長さの銅板で造作。限られた空間

でもこだわりを詰めこみ、オリジナリティと快適さが両立する空間が誕生しました。

ワンストップ/マンション/フルリノベーション

戸建/部分リノベーション

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

shan shui house

家は宇宙。
私たちと猫の山水画の中で野生に戻る

Condominium Renovation, June 2017

Design: Takeshi Ishii, Yusuke Tanizaki, Asako Miura, WakanaTanabe

Location: Ota-ku, Tokyo

Floor area: 58.55m

Contractor: M-CUBE

Photos: Yoshiyuki Chiba

公園の横に佇む、ご主人のお祖父様が建てた2階建の木造重層長屋。 出産を期に1

階に息子家族が住み直し、2階は親家族が住む三世帯居住に改修することになりま

した。フェス好きでたくさんのレコードや本をコレクションしているご主人と、料理

が好きな奥さま。二人の好きなものをいいとこ取りして、LDKの中心には、ご主人念

願のDJブースと、奥さまこだわりのキッチンを一体につなぐ広いカウンターをつくり

ました。ご主人のコレクションは、寝室に向かう廊下の両側に棚を設けて収納。サン

ルームにつくったアウトドアリビングでは、庭をながめてのんびり過ごすことも。木

の温もりあふれる空間で、自分達のスタイルに合わせて時間がゆったり流れます。

VINYL

音と食の暮らし

House Renovation, 2017

Design: Ryoma Tsukagoshi

Location: Nerima-ku ,Tokyo

Floor area: 111.04m 

Contractor: armhaus

Photos: Ko Tsuchiya

2

2
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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、

毎年末最終日には、その年に入社したスタッフで企画から練り上げた、手作りの忘年会を行うのがブルースタジオの恒例。
2017年末の忘年会は、「旅館 藍」が1日限定でオープンしました！
普段は会議室の空間に畳が敷かれ、運営スタッフは作務衣姿。挨拶からちょっと懐かしい宴会さながら演目がめくられて、会が進んでいきま
す。食事処は隣の会議室にオープンした「割烹おみつ」。お料理のほか、日本酒をはじめとした各地のお酒がならびます。そしてお料理よりも目
を引いたのはオリジナルの箸袋！1日限定なのが惜しいですが、楽しい1年の締めくくりになりました。

鹿児島県大隅半島をまるごと楽しむ！ 20 18年 6月にオープンする、
体験型宿泊施設　　　　　　　　　　　に遊びに行こう！

サポーター募集中！

お問い合わせ

毎年恒例の手づくり忘年会、会議室で 1日限定の「旅館 藍」がオープン！

名称：ユクサおおすみ海の学校
所在地：鹿児島県鹿屋市天神町３６２９-１
事業主・貸主：株式会社Katasudde
企画・設計監理：株式会社ブルースタジオ
施工：株式会社マルタ建設
構造・規模：RC 2階建て
建物用途：宿泊施設（ホテル）
敷地面積：8,806㎡
竣工：2018年5月（予定）

coming soon

blue studio Activity

"平成25年3月、120年の歴史をもつ小学校が閉校になりました。
その名は「鹿屋市立菅原小学校」
小学校は役目をおえました。

でもそこには大勢の卒業生やまちの人達の想いが宿っています。
子どもたちや子どもだった大人達の。

閉校になっても花壇に花咲く色とりどりのコスモスを見て、ぼくらは思いつきました。
この場所を地域の人々が活躍出来る場所にしようと。
地域の人々みんなが力をあわせて大隅半島を訪れる人々をおもてなしする場所に。
2018年5月、菅原小学校は、中長期の体験型宿泊施設「ユクサおおすみ海の学校」として
うまれかわります。

子どもたちのために、子どもだったおとなたちのために。
大隅半島の人と自然が先生です。

菅原小学校跡地利活用事業（ユクサおおすみ海の学校pj）について

１　鹿屋市における本事業の位置づけ及び本市の取組概要

　菅原小学校跡地は、本市西部の錦江湾沿いに位置し、周りを海、山の大自然に囲まれた温暖かつ風光明媚
　な環境にあることから、本市の観光・交流人口の増　加を図る拠点施設の一つとして位置づけている。

２　カタスッデの事業計画について

　１）概要
　菅原小学校跡地のロケーションを生かした、観光やスポーツ合宿、体験学習等を目的とする宿泊施設やレス
　トラン、カフェ等の立ち寄り施設の整備・運営
　２）貸付財産の活用計画
　・校舎：宿泊施設、レストラン、カフェ、トイレ、シャワー、地域産品ショップ、サイクリング愛好家向けのショッ
　プなど
　・体育館：スポーツ、体験学習、鹿屋体育大学自転車部との連携に活用
　・校庭：　テント宿泊、朝市、スポーツ、体験学習等に活用

３　鹿屋市の事業（現行）について

　菅原小学校跡地利活用整備事業
　・内容：校舎等の基本性能回復工事（外壁、給排水整備改修等）
　・工期：平成29年10月～平成30年2月

４　鹿児島県の事業について

　魅了ある観光地づくり事業（鹿屋しおかぜ海道）
　・内容：菅原小跡地周辺の環境整備事業（駐車場、遊歩道、展望台等）
　・工期：平成30年3月～

今後も引続き、カタスッデ事業を中心とした菅原小跡地周辺の観光・交流拠点の創出に向けて、
庁内及び関係機関等と密に連携し、本市の関連事業とカタスッデ事業の相乗効果を生み出す取
組を検討・実施しながらカタスッデへの各種支援を行っていく。

鹿屋市財政課財産活用推進室

ユクサおおすみ海の学校を一緒に盛り上げるスポンサー・スタッフを募集しています！
お問い合わせ：info@katasudde.jp

『OPENING VTR』 『自転車編』　

YouTubeにて「katasudde」で検索！

鹿児島ではじまる、廃校活用プロジェクト
「大隅半島をまるごと楽しむ宿泊施設」

プロモーションビデオ

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

旅行で
泊まる

食べる 遊ぶ

合宿・研修で
泊まる

建築概要
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