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ブルースタジオが考える
「アウトドアリビングとインドアガーデン」

CLOSE UP

緑でつながる住人コミュニティ

外構デザインがエリア価値の向上へ

縁木舎

拡張する「家」の感覚
新型コロナウイルスのパンデミックによって、社会通念や暮らしそのものの価値観は大きく変化しました。
コロナ以前は単なる理想と考えられてきたテレワークは一気に一般化し、暮らしの中に仕事の環境
が入り込んできました。それは私たちに働き方よりもむしろ暮らし方に大きな変革をもたらしたと言
えるでしょう。住環境をいかに自分らしく素敵なものにするか。その可能性と選択肢は飛躍的に拡
大しました。
中でも「家」の定義は大きく変化しました。敷地境界線、あるいは専有部分の内側に暮らしの要素
をオールインワンに詰め込んで完結したものが「家」であるという感覚は薄れ、周辺環境や、街に広
がっています。「街」全体を「家」と認識し始めているのです。

窓辺から見える庭の緑、バルコニーの緑がいつもより愛おしくありませんか。散歩することが多くな
り裏山や川辺の自然の美しさを再発見していませんか。ご近所の垣根に咲いた花が素敵だなと感
じませんでしたか。柿の実をついばむムクドリをしばし見上げていませんでしたか。
街中に暮らしていても家は確かに周囲の自然環境の中にあり、その環境はまさに私たちの「家」。周
辺環境を自分のリビングルームのように楽しむ。そんな感覚で「家の境界線」をどんどん越えていき
ませんか。それがブルースタジオの考える「アウトドアリビング」と「インドアガーデン」です。

家はまちのランドスケープ
住宅は自分の家であると同時にまちのランドスケープの一部。庭や垣根、軒先を素敵にすることは
街の魅力を高めるだけでなく、地域のコミュニケーションを活発にします。暮らしの価値はコミュ
ニケーションの価値。「地域と自分の境界」をデザインすることによって広がる未知の豊かな暮ら
し。多くの人は今フィジカルなコミュニケーションに対して苦手意識を持っています。それは成長、
拡大の時代、コミュニケーションという前時代的な仕組みを排除しようとしてきた結果でしょう。ブ
ルースタジオでは豊かな暮らしのデザインは「コミュニケーションのデザイン」「関係性のリ・デザ
イン」から始まると考えています。苦手意識を払拭する「きっかけ」を生み出す建築や緑のデザイ
ン。ぜひ体験してみてください。

三鷹市井の頭 5 丁目にて築 32 年の軽量鉄骨造2階建てアパート再生、1 棟 まるごとリノベーション
プロジェクト。武蔵野の豊かな自然環境を享受する築古のアパート。人の手が入らず鬱蒼と茂る雑木
林を、心地よい住環境に変え生活空間に取り込むことにより、雑木林と人との共生を図りました。

たかすなヴィレッジ

茅ヶ崎市1992年築の企業社宅を取得後コンバージョン（用途変更）し、地域に開かれた広場を持つ
商業複合施設＋賃貸住宅。敷地は、マリンアクティビティーのイメージが強い湘南茅ヶ崎地域にあり
ながらも、落ち着きのある明治以来の別荘文化の歴史を感じる高砂緑地（茅ヶ崎市立美術館・旧川
上音二郎別荘）に隣接します。本プロジェクトでは、この高砂の居住地としての品格を尊重し、賃貸
の住人を含めた周辺地域住人同士の良質なコミュニケーションを促す、ひらかれたコモンスペース
づくりを目指しました。

神奈川県藤沢市の全13戸の木造共同住宅。長屋形式の４つの住棟は地域に開かれた路地を介して
向かい合い、互いの生活の気配を感じられる一つの街並みのような共同住宅です。敷地境界には
塀や門扉を設けず、街に開かれた広場や隣戸と連続するデッキスペースを有するなど、日常生活の
延長で住民同士あるいは近隣の友人などを招いた自然な交流が生まれる場として計画しました。

GREEN BASKET

1977 年築の RC 階段室型賃貸共同住宅「GREEN BASKET」の一棟丸ごと大規模リノベーション
プロジェクト。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ました。

鵠ノ杜舎

武蔵野の雑木林と共生する暮らし 「むさしの晴耕雨読」

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

地域コミュニティーハブを担う「商業複合施設＋賃貸住宅」

湘南・藤沢に地域と共に暮らしを育む舎（むら）

「建物・敷地」をこえて街に広がる「家」の感覚

鵠ノ杜舎
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「ステイホーム」で気づいた郊外暮らしの愉しみかた

CROSS TALK

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

大島 芳彦

株式会社ブルースタジオ
puka店長

石橋 昂生

働く、遊ぶ、暮らすのあいだ。
ネスティングパーク黒川。

ワークスペース事例
大島：コロナ前2019年秋にオープンしたpūkaは、これからという時に感染
拡大がすすみ、足踏みしなくてはいけない状況になりました。世の中も大変
な時期でしたがここpūkaは、どのように過ごしていたのでしょうか。

石橋：コロナ以前からpūkaは店舗であると同時にブルースタジオのサテラ
イトオフィスという考え方を持っていました。でもオープンしてからしばらく
はお店に立つことの意識の方が大きくて、pūkaでデスクワークをするとい
うことはほとんどありませんでした。ネスティングパーク黒川に立ち寄る方々
に声をかけ、近くにお住まいなのか、遊びにこられたきっかっけなど伺って
いました。僕たちは毎日お店を開けていないので、開店日は他のテナントさ
んとも積極的におしゃべりして、NPKでの季節のイベントの打合せなんかを
していました。コロナになってお客さんは減り、イベントはうてなくなってし
まったんですけれど、一方で僕自身の働き方が変わりましたね。ここでデザ
インや設計の仕事をする時間が圧倒的に増えて「お店」だった場所が「仕
事場」に変化したんです。

大島：石橋くんにとってオフィスとしての認識がpūkaに対して大きくなり、働
き方や考え方が変わっていったんですね。
ところで今NPKに来られる方はどんな方が多いんですか。
石橋：平日午後は幼稚園のお迎えあとのママさん達がここを公園のように
利用されているのをよく見るようになりました。夕飯の支度までの時間を子
どもたちと過ごしているママ友同士の皆さんですね。土日はお散歩コースと
してお父さんも含め、おじいちゃんおばあちゃんから小さい子どもまで家族
で顔を見せてくれます。

大島：家や地域で過ごす時間が増えた人たちは、例えばワークスペースの
ような暮らしの環境の中に足りていなかった機能に気づき始めたと同時
に、地域の潜在的な魅力にもどんどん気づき始めているんですよね。今まで
みんな「暮らしの価値」のほとんどはマイホームの中で完結していると思っ
ていたのが、どんどん周辺地域、というよりご近所に求め始めていますね。
NPKに来る人たちもそんな感じじゃないですか。
通勤で忙しかった時はできていなかった散歩も頻繁にするようになると、こ
の地域には森があって田んぼがあって畑があって、虫や蛙も鳴く豊かな自
然という暮らしの価値」があることに気づきます。なのに30分程で新宿につ
いてしまうこのエリアはベッドタウンでありながら、とても人間らしい暮らし
ができる魅力的なエリアです。コロナ以前から僕らはこのエリアに着目し
て、積極的な郊外暮らしの楽しみ方を発見するための場所としてpūka を
オープンした経緯があります。
コロナ禍は偶然にも多くの人がこのエリアのそんな可能性に気付く大きな
きっかけになったような気がしますね。みなさん地域全体を「自分の家、自
分の庭」のように楽しみ始めているんでしょうね。
ところでpūkaに立ち寄って来られる方からはどんなご相談があるんですか。

石橋：相談の規模にもよりますが、例えば「お気に入りのデスクの天板を大
きくなるようにリメイクしたいけど、どうしたらいいのかわからない」など、暮
らしの中で身近なモノやコトの相談をしてくださるお客様が多いです。相談
してくださったお客様にはどこで資材を購入できるかなども含めてご紹介
しています。

大島：コロナ禍で家というものの定義は変わったと思いますし、暮らしの楽
しみ方も変わってきたんじゃないかと思うんです。「夢のマイホーム」という
存在は完成された暮らしの器だと思われていましたし、それは安心安全の
象徴でもありました。ところがコロナ禍によって足りない物や事がたくさん
あることに気づき。更に家の中に籠っているとその孤立感で不安を覚える
ようにもなりました。家の中に全ての暮らしの機能を求めるのではなく、家
から飛び出した周辺エリアに「暮らしのエクステンション（拡張部分）」のよ
うな場所、つまり色々な「居場所」が必要と感じるようになったのです。街全
体が家、そんな感覚が普通に芽生えてきているんでしょうね。黒川のような
郊外住宅地でこれは顕著な現象なんだと思います。NPKやpūkaは街の
人々の新しい居場所であって、コミュニケーションを楽しめる場所。おかげ
さまでご近所さんからはそんな受け止められ方をされ始めていますよね。
石橋くんは住宅の設計をするなかで、お客様のニーズが変わってきたと感
じてないですか。
石橋：ワークスペースの需要は増えてきました。大小色々な要望があります
がお客様の働きかたによって、住まいの中でのワークスペースへの拘りや
求められる機能はまちまちです。また家族で過ごす時間が増えたことは良
い一方で、自分だけの時間が少なくなりストレスに感じることもあるという
お話を伺うこともあります。

大島：問題が顕在化して、それが暮らし方を見直すきっかけになり、結果僕
らに相談してくださる。つまり前向きに暮らし方をデザインし直そうとされて
るということですよね。例えば庭に対する関心は高まっていませんか？今ま
ではあまり活用できていなかった庭が実は一番身近な自分の新しい居場
所になり得るわけで。

石橋：戸建てに住われているお客様とは庭のお話やエクステリアについて
の話をする機会が多くなりましたね。一方マンションにお住まいの方からは
室内、インテリアのテイストとして緑のみならずベンチや土間などの庭的な
要素を取り入れたいという要望が増えてきています。バルコニーや窓際の
境界を曖昧にデザインして、そこに自分らしい暮らしを自由に表現するよう
なケースが増えている気がします。

大島：ブルースタジオの仕事はお客様の要望を一つ一つ具現化することは
もちろんですが、お客様の暮らしの理想がそもそも生まれた「背景」や根本
的なお客様の感性を理解することがもっとも大事と考えています。背景を
理解した上でバラバラに認識されていた暮らしの理想の断片を「編集」し
て差し上げるんです。例えばインテリアと庭は別個の存在ではなくシームレ
スにつながる一つの世界観であるべきなんです。
pūkaで目指すことは、自然豊かなこのまちそのものを暮らしの場、「家」、と
捉えて、理想の住環境を内も外も隔てなく自由に編集するお手伝いをする
こと。今まで「ベッドタウン」なんて退屈なレッテルを貼られていた郊外のま
ちは実は伸び代だらけなんです。ぜひみなさんも散歩ついでに気軽にpūka
におしゃべりに来ていただきたいですね。

小田急多摩線黒川駅前、ネスティングパーク黒川にある「暮らし
がちょっぴりワクワクするまちのポケットpūka（プーカ）」は、住
宅のリノベーション、設計で24年の実績を持つブルースタジオ
が運営しています。雑貨や植物の販売だけでなく、お住まいや
お庭の夢を叶える相談所として皆様のお越しを毎週月曜日、木
曜日、週末不定期で開店、11時～17時でお待ちしています。
詳しい時間はinstagram ”puka_npk”でご確認ください。

電車に揺られて都心を抜けた瞬間、空気の匂いも肌触りも変わ
ります。ベッドタウンのイメージが強かった郊外は、実は現代の
多様な生き方、働き方のためにあるような場所でした。自然の恵
みを浴びて思いっきり身体を動かしたり、静かに集中したり。気
持ちよい昼寝も、やわらかな火を囲むことも。しかも駅前だか
ら、すぐどこにでも出られる軽やかさも魅力です。郊外の再発見
は、生き方の再発見。したかったことがここに、全部あります。

暮らしの中に働く場所を創ることは、仕事のオンオフを切り替
えるスイッチとなります。リノベーションで手に入れることがで
きるあなたの為のワークスペースは、オフィスとは違いさまざま
なアイデアを形にすることができます。

pukaとは？ instagram

コロナ禍のステイホーム習慣によって家に求める機能、要素が多様化する今。そ
の要素は家という枠組みを超え、家から歩いて行ける日常生活圏としての「街」に
散らばり、わたし達は自分らしい暮らしの好きを「街」に見つけるようになりました。
これまで家の中に完結していた暮らしの愉しみや居場所は街に拡散し、さらにそ
れらを近所の人たちとシェアする喜びも覚えるようになったのではないでしょうか。
暮らしの場としての「街」そのものが「家」であるような感覚になってきているので
す。pūka がお店を構える小田急多摩線黒川駅前の「ネスティングパーク黒川」(以
下NPK)は、周辺に暮らす人々がみんなで共有する庭であり食堂でありリビング
ルーム。そしてここpūka は趣味のスペース、ガレージハウスのような存在です。

ブルースタジオにとってのpūka とは。
弊社クリエイティブディレクター大島とpūka店長でデザイナーの石橋が話をしました。

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）ショップ紹介
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TimeLine 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、
2021年度前半の出来事をご紹介します！

ブルースタジオのLINEスタンプ

第二弾発売しました

JIA東北支部 福島地域会 2021年市民講座に

大島が登壇しました

昨年の菅総理による「2050年カーボンニュートラル」宣言から、建築を
とりまく状況が急激に変わろうとしています。常に社会課題のその先を
見つめ、クライアントに対し『あるべき未来』の姿を指し示すのが私た
ちブルースタジオの生き様。そこでブルースタジオのスタッフが最新の
状況を把握するため、その概論を第一人者である竹内昌義氏からご講
義いただき、学びを深めるための課外講座を企画しました。

本社移転完了しました 課外講座
「これからの建築とエネルギー」
を開催しました

私たちブルースタジオは新たな地へうごきます。

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関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かんがえかたであるべきでしょう。
育まれたその習慣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
習慣をつみかさねていきます。そして私たちブルースタジオの運命を大きくひらいていきます。

旧国家公務員宿舎団地「牛田早稲田団地」の一部約3.1ヘクタールを対象に、ま
ちのリノベーションをテーマとした宅地開発販売事業、ヴェルコート牛田早稲田
『SATONOWA』の開発、及び計画地内の賃貸住宅8世帯『SATONOWATERRACE』、
広島女学院大学との共同企画『コミュニティハウス』など、わせだ広場一帯の施設
整備が完了しました。

まちまるごとリノベーション
広島郊外・高度経済成長期の旧国家公務員宿舎団地が、周辺地域を巻き込む「里の環」としてリスタート

まちづくり
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課外講座「都市農地のこれまでとこれからの100年」を

開催しました

主な掲載メディア
2021.0 4 -202 1 .09

『クオリスキッズ大井町保育園』（建築名称：Tre-stella square（トレステラスクエア））が、第15回
キッズデザイン賞 子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門（建築・空間）にて受賞しました。
近年、特に都市部では待機児童解消のため保育園等の新規開設が急務とされる一方で、周囲との関
係性を理由に反対を受ける事例が見られます。また都市部特有の地価高騰・過密な環境等により、
環境の整備が難しいことがあります。これら周辺地域との関係性の構築・良質な保育環境の提供が
都市部の保育園における課題と捉え、「近隣地域からも親しまれる保育園」「限られた面積の中で
も伸び伸びと遊び学べる空間」「プライバシー確保と開放感の両立」の3つのテーマを掲げました。

「TSUBANA おとなりマーケット」
を開催しました

暮らしの拡張「エクステンション」ルーム
『里守ひろば』が竣工しました

福島県郡山市にある賃貸共同住宅「レジデンス名倉」の１部屋を改修した共用スペース『里守（さともり）ひろば』が2021年5月に竣工し、7月10日
（土）に内覧会及び説明会を開催しました。
コロナ禍を経験することによって、私たちは自らの生活環境とは「完結し閉ざされたもの」であるべきではなく、生活のための多様な機能をコミュ
ニティーと共有し、あるいは街に分散し持つことが重要であることに気付かされました。『里守ひろば』は暮らしの中の仕事環境、こどもたちの遊
び場、おしゃべりの空間、自己表現のための場、等々さまざまな生活環境の拡張要素「エクステンション」を担う共用スペースです。

4 . 25 M y  F r e s h  L i f e（T V）

5 . 1 4 L i V E S（雑誌）

5 . 1 9 おとなが愉しむ
収納アイテム＆部屋作りアイデア
（雑誌）

6 . 07 スーパーJチャンネル（T V）

リライフプラス（雑誌）6 . 1 4

湘南スタイル（雑誌）6 . 25

C RO S S  F M（ラジオ）6 . 2 8

é c l a t（雑誌）7 . 0 1

リフォマガ（雑誌）7. 0 8

L i V E S（雑誌）7 . 1 5

フットマップ（T V）7. 2 4

&  P r e m i u m
特別編集合本「住まい」BOOK
（雑誌）

6 .08

REAL KITCHEN & RENOVATION
（書籍）

8 .02

財界ふくしま（雑誌）8 .05

スマイルプラス（T V）8 . 1 3

Green & Space Design
G R E E N  i s（雑誌）

8 .03

有吉ゼミ（T V）8 .30

P e n（雑誌）8 . 2 7

リライフプラス プレミアム
（雑誌）

9 . 1 4

L i V E S（雑誌）9 . 1 5

日経アーキテクチュア（雑誌）9. 2 3

『クオリスキッズ大井町保育園』が
第15回キッズデザイン賞を受賞しました

やってみたいをまちにひらく「なりわい暮らし」の家『TSUBANA』でマ
ーケットイベントを開催しました。
1階は街の人が気軽に立ち寄れる店舗スペースとして、2階は自分だけの
オリジナルな住まいに。そんな「暮らす」と「働く」が同居する賃貸住宅
店舗です。イベントでは入居している個性豊かなテナントに加え、イベン
ト限定のワークショップや物品の販売も行われました。

木の文化都市金沢「業界シンポジウム」に

大島が登壇しました

「阿波良場 アワヨクバ」に

大島が登壇しました

新建築（雑誌）7. 3 0

8

イベント
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既存事業用建物のリノベーション

NEWS



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

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



sea-through

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, December 2019 

Design: Wakana Tanabe

Location: Shinjuku-ku, Tokyo

Floor area: 61.45m
Contracter: SIGMA TECH

Photos: Yoshiyuki Chiba

Condominium Renovation, June 2021

Design: Takeshi Ishii, Kosei Ishibashi, Mai Fujiki

Location: Meguro-ku, Tokyo

Floor area: 102.95m
Contracter: Butter.inc

Photos: Koji Honda

2

2

数年前までカナダで暮らしていたＩさんご家族。

ご夫婦ともに、都市と自然の調和がとれたカナダでの暮らしを気に入っており、

「家族がゆったりとくつろげる家にしたい」というご要望がありました。

細分化されていた既存の3LDKの壁を取り払い、

窓に沿ってLDKから小上がり、サニタリーまでをひと続きとし

角部屋ならではのパノラマビューを存分に楽しめる、明るい空間に。

旅先で購入した、思い出の海の絵とパドルをメインに、

大好きな海をイメージした素材を随所に散りばめて。

ブルーグレーに塗装した壁に光が差し、空間全体を柔らかく包み込みます。

都市の中にも水面や自然を感じられる、安らぎの住まい。

f loa t ing t he u rban shore

2014年に続き、二回目のリノベーションをしたお施主様。

ライフスタイルの変化とともに、職場に近い都心のマンションを探してお住み替え。「家中

どこでもテレビをみれるようにしたい」という要望をもとに、以前のお住まいに比べコンパ

クトになった分、キッチンを壁付けにし、廊下と収納を兼ね、WICも一列にして洗面からア

クセスできるようにするなど、スペースを効率良く使えるようなレイアウトで計画。

じっくりと色味を吟味して塗り分けられた、壁のペイントの組みあわせは、まさに上級者。

キッチンに貼ったアフリカンタイル、窓辺に吊るされた植物、壁に飾られたアートワーク、

また、色味や素材感も一緒に提案した、カーテンから入り込んでくる光の具合や壁のペイ

ントの色味が、どこか異国情緒を感じさせる空気感のあるお住まいです。

日常のマルチタスクとテレビとの関係性について
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We are b lue s tud io !!

ブルースタジオ、オフィス紹介
クリエイティビティを発揮する“場”である私たちのオフィス。
東京築地オフィスは８階建てのビルの４階です。2021年４月、東京都東中
野より移転しワンフロアとなったオフィスは、お客様や関係者のみなさま
にブルースタジオスタッフの働く様子をご覧いただけるようになりました。
また、2020年４月に営業を開始した福岡オフィス「SOUQ」は、ブルースタ
ジオだけでなく、想いを同じく活動されている方々とオフィスをシェアし
ながらシナジーを生み出していく場を目指しています。
近年、オンラインでのお打ち合わせも増えオフィスに足を運んでいただく
機会が少なくなりましたが、お越しになる際はぜひ私たちの働く“場”を
じっくりご覧いただけますと幸いです。

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ため、
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

ユクサおおすみ海の学校
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

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３弾
は、ブルースタジオのスタッフが日常つかう言葉や推したいメッ
セージをスタッフみんなで作成しました。

ブルースタジオのLINEスタンプ第三弾！

日本の台所といわれてきた「築地市場」。
築地は江戸時代初期に埋め立てによって築かれ、時代と共に変化してきた街です。
街のあちこちに新しいモノやコトが介入しつつつも昔の面影が感じられ、「市場」と
いう特有の機能を有した点も魅力的な要素。現在も早朝から営業しているお店や、
手軽に食べる事ができるメニューがあります。
また、飲食に限らずとも、少し小道に入ると古い建物も残っています。

東京築地オフィス エントランス 東京築地オフィス 会議室

福岡オフィス「SOUQ」東京築地オフィス　お打合せの様子

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。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

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、

0808 © blue studio Co.,ltd. 2021

お問い合わせ

blue studio Info

LINE STORE

LINE STORE にてご覧ください！

『puka（プーカ）』
体験型宿泊施設 もっと身近にリノベーション

blue studio Family blue studio Activity




