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hoccoのある風景がエリアを捉え直す

バスの終点、 武蔵野市・桜堤
田中氏：なぜこの場所（武蔵野市・桜堤）でhoccoを企画するこ
とになったのでしょうか？
中山氏：小田急バスの前身会社は三鷹・武蔵野が本拠地であっ
たこともあり、長く関わりあいがある地域に、賑わいのある物件を
作りたい、ということから始まりました。2018年に小田急バスのあ
りたい姿を語り合い、ワクワクした未来の計画を策定する“未来
創造会議”という場で、バスと不動産が融合した物件があったら
楽しいのではというアイディアが生まれました。

田中氏：小田急バスさんとして、沿線の状況や未来についてはど
う考えているのでしょうか？
中山氏：バスを中心とした魅力を増やしたいと考えていました。小
田急バスが走っていることが地域の魅力になり、人の流れがコ
ミュニティ形成に役立てれば良いと感じます。

田中氏：大島さんにお聞きしたいのですが、JR武蔵境駅以北に
ある敷地・桜堤を訪れた最初の印象は？
BS大島：とてもちぐはぐな場所、という印象でした。行ってみたら
桜並木が美しい一方で、最新の分譲マンションがずらっと並んで
いて、地名とのギャップを感じました。
自分自身が武蔵野育ちのため、小金井公園、五日市街道、玉川

上水、大学キャンパスなど、その魅力は十分知っていました。それ
らに加えて、実際に現地を歩いてみると、団地や閑静なマンショ
ン街、そして少し沈んだ住宅街、といったばらばらな住宅群が混
在していることが分かりました。でも、それがとても良いなと。

田中氏：「良好な住環境」と「にぎわい」の関係は難しいですが、
バスの乗降者との関係等ではどう考えているのでしょうか？
中山氏：桜堤周辺で言えば、URの建替えが終わったのが10年ほ
ど前なので、それ以降の伸びはないと思いますが、地域住民が集
まる拠り所になればと思います。
BS大島：各地のバスの折り返し場を小田急バスさんと一緒にみ
ているのですが、小田急バスの不動産資産は社宅など色 と々あ
りますが、不動産活用の新しい方法を考えていて、とても良い環
境だとは思っています。

普段のプロジェクトでは「この物件で」「この価格で」と指定され
ることが多いが、長い時間をかけてエリアのことも一緒に考えら
れるのが小田急バスさんとの関係ならではです。
桜堤と似たような環境もありましたが、「生活者こそが主役とな
る」がもっとも成立しやすい場所として、ポテンシャルが一番高
かったのが桜堤でした。学生や、農村集落の古い歴史、団塊世代
の開発、UR、高級住宅など、半径1km内でも、様々な人が住んで
おり、最も可能性を感じました。

hoccoは、鉄道駅から最も遠い、路線バスの折り返し場である
バスターミナルと駐車場があった場所が敷地。複数の都市計
画公園や分譲マンションの公開空地が近接し、周辺には小金
井公園や玉川上水などもあり、緑豊かなのびのびとした住環
境にある。

Topic 1 hoccoの周辺環境
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hoccoプロジェクトを担当した小田急バス社員 と 弊社クリエイティブディレクター大島が語る

2016年「1階づくりはまちづくり」をモットーに、

1階づくりに特化した株式会社グランドレベルを

設立。空間・施設・まちづくりのコンサルティング

やプロデュースなどを全国で手がける。2018年

私設公民館として「喫茶ランドリー」開業。2019

年より街中にベンチを増やす活動「TOKYO 

BENCH PROJECT」を始動。主な著書に「マイパ

ブリックとグランドレベル」（晶文社）ほか。 

株式会社グランドレベル
代表取締役

田中 元子

近年、価値観の多様化とともに、わたしたちの暮らしや生き方は画一性から脱して、さまざまなバリエーションが
生まれている。毎日通勤しない、毎日同じ仕事ではない、好きなときに好きなことを、ちいさな商いとする…。すこ
し前までは考えられなかったような、暮らしの在り方が叶うようになって、コロナ禍以降その変化はさらに速く、
拡大しているようだ。もう、かつてのようには戻れない。だがもっと以前、ひとはこんなふうに自分の暮らしを編集
しながら、自分なりのリズムで、素直に生きていたのではないだろうか。hoccoは、そんな現代的なリアリティにど
こかなつかしさを伴って建つ、集合住宅だ。バスの終着点である閑静な地に、あらたなひとの気配が灯る。すると
まちは、暮らしは、どうなっていくだろう？hoccoから未来の在り方を、ちょっぴり覗いてみよう。 田中元子
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まちのみんなが使える「関わり代」をつくる

地域に「付加価値」を生む不動産活用
田中氏：hocco居住者の方も、「まちへひらく暮らしに興味があった訳ではないが、やってみたら
良かった」と仰っていました。表面化していないだけで、潜在的にそれを望んでいる人は多い気
がします。さらに追い風となることはあるのでしょうか。
塩澤氏：一番大きいのはオーナーさんの意識ですよね。特に農家さんは何代も前から続く地主で、
多くは賃貸経営をされています。農業を通じた「地域貢献」は考えても、賃貸経営の面では十分に意
識が向いていないように思います。もし、そのオーナーさんたちがhoccoのような「地域に付加価値を
生む不動産活用をしよう」となれば、それだけで地域に対するインパクトはものすごいと思います。
田中氏：一方で、大家さんもリスクを冒してまで次の世代に次ぐと言うのはよっぽど積極的な方
でなければ難しいことだと思います。
塩澤氏：現状、農家さんの相談先は税理士・JA・ハウスメーカーなどが主ですが、もっと多様な視野
をもった相談先が増えたり、幅広い情報にアクセスできることが重要だと思います。もう一つは、土
地の売却と開発。ディベロッパーの分譲マンション開発では、地上階がエントランスと植え込みだけ
のケースも多く、かつての商店街のような交流が少なくなってしまいます。地域へ貢献できる土地売
却のルールができ、大家さんの地域に対する思いを汲んだ開発ができると良いと思います。

田中氏：まちに人が何人いても、家にこもっていたり、公共空間が上手く使われていないと、寂
しい街になってしまいます。一方、そんなに人口が多くなくても気軽に公共空間を楽しめて、1階
にhoccoのような場所が並んでいる状況だと、全然まちの風景が変わりますよね。
塩澤氏：hoccoは隣の公園と境界を無くした設えとなっており、利用者目線ではあの公園も一
体的に感じられると思います。公共空間もただ利用するのでなく、積極的に利用したいと思っ
たら運営・管理に関わるなど、発展的な利用で地域との「関わり代」を作ることがキーワードだ
と思います。ようやく能動的に「地域をもう少し暮らしやすいようにしよう」と活動する人が出て
来始めていますが、武蔵野ではそれらのきっかけとなる地域との「関わり代」があまりない状況
です。もっと地域に関わるきっかけ・場のようなものが必要ですし、hoccoで行ったイベントはそ
ういった「関わり代」を示してくれたと思います。今後は地域の人からこんなことがしたいという
声が上がるような関係になっていけば、もっと良い地域になると思います。 

CROSS TALK
グランドレベルをテーマに活動する田中氏と
武蔵野に暮らし、
都市政策研究を行う塩澤誠一郎氏

塩澤誠一郎
ニッセイ基礎研究所 社会研究部 都市政策調
査室長・ジェロントロジー推進室兼任。都市・地
域計画、土地・住宅政策、文化施設開発を専門
に研究。NPO法人「武蔵野農業ふれあい村」の
理事も務め、地域農業振興の観点から地域の
生産者と消費者をつなぐ活動を行う。hoccoで
は軒下やバス待合所を使い野菜販売を行った。

田中氏：利益率が変わらない等、収支の面で違いがなけ
れば、豊かな関係性が生まれる「付加価値」を知ってもら
いたいですね。
塩澤氏：そう思います。それぞれの地域にあった計画をし、
同時に事業としても上手く行っている例がもっとあれば良
いですね。今回のhoccoはそれを見せてくれたと思います。

両者の視点で語る
「地域と“関わること”の価値」について

田中氏：hoccoでは、管理までブルースタジオがやっていると
伺いました。なぜ管理まで行うのでしょうか？また、ブルースタ
ジオならではの管理とはどのようなものでしょう？
BS大島：「管理」というとそれまでなのですが、未来を見据えたコ
ンセプトだと考えています。「あるべきすがた」について小田急バス
さんと僕らで話をしますが、今はまだその「未来」を作る道なかば
だと思っています。「未来」のhoccoが地域のハブとして、みなが当
事者意識をもって考えてくれるよう、少し俯瞰した立場からファシ
リテートしていくような関わりを持っていきたいと考えています。

4月に行ったイベント「桜堤おてせいなりわい市」の主役はhocco
の住人も含めた「桜堤の住人たち」でした。住人の方々のなりわ
いのお披露目と考え、「hoccoの住人」以外の「地域の人たち」も
一緒になって出店してもらい、地域との関係を継続的につくって
いけることを考えました。今後はイベントとしてではなく、地域の市
として日常的に開催できるような仕組みも考えています。

田中氏：今日のお話、大変楽しく興味深くインタビューさせていた
だきました。ありがとうございました！

生活者が主役となる「なりわい住宅」

まちとの境界をぼかす

「管理」は「未来」を見据えること

田中氏：普通の賃貸住宅ではなくて、「なりわい住宅」とした意
図はどのようなところにあるのでしょうか？
BS大島：住宅地には時にプロを超える「表現者」とその「ファ
ン」がいます。例えば、趣味でつくっているアクセサリーや、独自
の配合でつくったスパイスカレーだったり。生活者が主役となっ
て、日常生活をシェアすることで、商業地には無い、「地域の
人々の個性を価値とする住環境」が目指せると思いました。
全国のリノベーションまちづくりを見ていく中でも、“生活してい
る人たちが自分自身で活動できる”と認識して行動した方が、魅
力的なまちづくりになるという感覚がありました。
また、hocco以前の小田急バスさんと手がけた2つのプロジェク
トのおかげで、ただお部屋をきれいにすれば良い、という「修
繕・営繕の考え方」を超えた話し合いがすでに出来ていました。
不動産運用についても「利回り重視」でなく、地域の公共性を
担うバス会社だからこそできる「地域を耕す」というような感覚
は、共有できていました。

田中氏：住民達が自分達でまちをつくる「なりわい住宅」に対し
てどんなイメージを持たれましたか？
中山氏：hoccoのある敷地は住居専用地域のため、商売をやる
という発想はもともとなかったです。なので「斬新だな、想像し
ていなかった、というのが最初の印象ですね。

田中氏：役所の方との協議や運営で心配な面も多々あったかと
思いますが、どのように解決していったのでしょうか？
中山氏：一度武蔵野市役所から事業者としてご意見をいただく
場があり、住宅街で商売を行わないよう遵守して下さいと言われ
たことがありました。その際に、ブルースタジオさんと一緒に赴き、
法律に抵触しない旨等を伝え、大島専務からも住宅街で商売を
やってはいけないという制度そのものを見直していくべき、と強く
主張していただきました。

田中氏：ブルースタジオとしては呼び出されることは想定内でしたか？
BS大島：市役所に呼び出されたことは、それだけ話をきこうと思っ
ているスタンスだとポジティブに捉えました。時間を作って話を聞
いてみようと姿勢があるのだなと。その後も、他の課とのコミュニ
ケーションの機会はあり、やっておいてよかった、と思っています。
印象的だったのは、「小田急バスさんほど公共性の高い企業さん
がこれほどグレーな事業をやるのか」と言われたことですね。市
役所なりに「良好な住環境」を考えたうえでの発言だったのかな
と思います。

田中氏：小田急バス側からの要望等はあったのでしょうか？
中山氏：地域交通の新たな拠点となるMaaSサービスの導入で
す。hoccoでは、小田急バスが運営するバス以外に、シェアサイク
ルとシェアカーなどのモビリティサービスを導入しています。
下村氏：また、“安全第一”ということで手前に折り返し場、奥に住
宅としてもらいました。誰でも気軽に入りやすい空間設計と安全
面の両立を意識しました。

田中氏：実際に現地に行ってみると、点としてのhoccoという
よりも、まち全体に広がっていく面としての「hoccoエリア」の
ような印象を受けました。モビリティの拠点であること、と
hoccoが違和感なく融合していると感じましたね。
ブルースタジオとしては、意識したことはありますか？
BS大島：境界線をぼかす、ということを意識しています。特に
hoccoの場合は、周辺に色々な人が住んでいて、しかもそういった
人々が使うバスの終着所でもありました。hoccoをきっかけに境
界を曖昧にしてあげることで、今まで出会わなかった人どうしが
交わる可能性がある場所だと感じました。
また、ランドスケープ的に言うとこれまでバラバラに点在していた
公開空地や、都市計画公園、並木道を一体的に認識できるきっ
かけにhoccoがなりうるのではと考えました。

田中氏：hoccoの魅力は竣工時から自然な（周囲になじんだ）状
態である、ということが魅力だと感じていた。それも周囲の植栽と
一体的にみられるということなんですね。

「まちとの境界をぼかす」ために、南側に隣接する都市公園と
の敷地境界を市と協議の上、撤廃。また、隣接する公園との
境界をhocco内の外構デザインと合わせることで、誰もが出
入りしやすくした。

Topic 2 隣地の都市公園との境界を無くす
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Nさん：以前からイベントで出店することはあったのですが、店舗
だけだと家賃が高いのでなかなか踏み出せないなと思っていて。
ここは店舗が一緒になっているから住居だけの家賃とほぼ変わ
らないなって思って、家も法人もまるごと移ったんですよね。

田中氏：拠点がまるごと移動したんですね。

Nさん：こちらに引越してからは空気もよくなって、健やかで、心な
しか、野菜も大きい。自炊もするようになって。すごい不健康だっ
たんですけれども、日当たりもいいので4時5時くらいに目が覚め
て、掃除するか、みたいな感じで。ずいぶん健康的になりました。

田中氏：引越しの副産物で、生活リズムが整ったんですね！

Nさん：日当たりの良さが一番ですね。今は窓がこういうふうにあ
くのでさわやかに「おはよう！」みたいにできるのがすごい楽しい。

引っ越してから健やかな暮らしに

田中氏：あきないができる土間など、hoccoはかなり変わった物
件だと思うのですが、土間など中間領域がある暮らしを送って
いらしてどうですか？楽しく暮らせていますか？

Nさん：楽しく使えていますね。中間だからできたと言うか、中間
じゃなかったらたぶんできなかった、というか。元々一つ軸として
出版の仕事をしていて、時間もあったからお店もちょっとやりた

いな、と考えた時にちょうどいいくらいのサイズだなって。自分の
好きな本を置いて、お話しながら。
客注もけっこうくるんですよ。普段はうちとかに置かないような本
でも、お向かいのマンションに住んでいる男の子がほしいってい
うので仕入れたりして。

田中氏：普通はオンライン注文って思うけれども、現代っ子がわ
ざわざ店頭引き取りできてくれて。

Nさん：嬉しいですね！「小学校何クラスあるの？」とか雑談して、
普段は喋らない人たちと喋れるのがお店初めてよかったなって
思う点です。

田中氏：トータルでここが好きというか、本を買いたいだけならば
ネット通販で十分だけれども、きっとなんか、本を通じて、そこに
隠れていることにも惹かれてきてくれるんですね。

Nさん：そうそう、それから古物商の資格もとっているので、このへ
んの方々が買取にきてくれるんですよ。かなりご高齢の方が近く
の団地に住んでいて、けっこう仲良くなることもあって。85歳の人
としゃべることってあんまりないので、新鮮ですね。新刊をいれる
と毎回買ってくれるおじいさんとかもいて。すごい楽しいです。

田中氏：人間模様がすごいですね。

Nさん：人間とふれあえるのが楽しいですね。本は、そういう、人
柄が出るというか。

中間領域の「ちょうどよさ」

両手でばっと開けられる、観音開きの2階の窓

田中氏：ばっちりお店とかばっちりお家ではないのが、hoccoな
らではの付き合い方につながっている気がするんです。

Nさん：お店とリビングをつなぐ引き戸はあるのですが、いつのま
にか開けちゃっていますね。猫を見に子どもたちが引き戸のとこ
ろまでくることもあって、でもまあいっかって。駄菓子も置いてい
るので、100円持ってきて「うまい棒10本ください！」みたいな子も
いるんです。いい使い方だなって。

田中氏：子どもって未来のお客さんですよね。子どもが馴染む場
所は大人も来てくれるし、子どもの持つ可能性は大きいですよね。

Nさん：お店だけじゃなくて、ベンチのところとかも、いろんな方が
朝も夜も集まっているんですけれども、公園のなかに住んでい
るって感覚でいるので、そういうもんかなって。

田中氏：ここにいるだけで本ができちゃいそうなくらい、いろんな
風景がみれそうですね。

公園の中に住んでいる

田中氏：でも昔はこの人食べていけてるのかしら？って方がたく
さんいましたよね。いまは一人でいくつも仕事もできるし、これか
らの働き方って感じですよね。すばらしい！

Nさん：お隣（玉草屋さん）もガーデンプランナーさんとかやって
て、うちも違う仕事をやってて。環境としてはすごい似ている
なって。

田中氏：実は私も喫茶店をやっていまして。少し前の人は1個の会
社に終身雇用で生活をつくるって感じでしたけれども、いまの人っ
て、これでちょっと、みたいなカラフルな感じで。

Nさん：色々やっているなかで、お客さんに海外の方もいるので、
それが楽しいです。昨日も台湾で原画展をやるので荷物送った
りとか。桜堤から世界へ、みたいな。

田中氏：わ～、素敵！

桜堤から世界へ

壁に設置した書棚には、rn pressで手がけた本も含め、厳選された500
冊が並んでいます。

Nさん：うち、入居を決めたのが早かったんですよ。緑が一番みえ
る位置というのでここにして。シンボルツリーがみえて。桜も綺麗
ですけれども、緑の時期が最高ですね。

田中氏：ふとしたきっかけで、メインテーマじゃなかったことが今
は大切になってきているんですね。いろんな感覚を連れてきてく
れる住まい、というか。

Nさん：リモートワークできるようになって、利便性がさほど大切
では無くなってきたというのも大きいかもですね。地方にいっても
いいんじゃないか、って話していたんですけれども、適度に文化
的で不便ではないというか、ちょうどいいですよね。武蔵野市は
住みたい街ランキングも一位だったし。端っこですけれども。

田中氏：社会の情勢も含めて、自然な流れなんだなって思いました。

Nさん：バスも、シェアサイクルもあるし、歩いても気持ち良いし。階段
抜けていて、風も抜けて、このあと暑くなったら心配ですけれども、他
の住んでいる方とも、お互いに空調の情報交換したりして。

田中氏：面白い～！超楽しいですね！

Nさん：友達でもないし家族でもないですけれども、うっすらつな
がっているような。

田中氏：長屋住まいと似ていますね。

いろんな感覚を連れてきてくれる

引っ越しのきっかけとなったのは「猫」。川が近い、キッチン横のキャットタワー
がお気に入りの場所だそうです。

RIGHT NOW BOOKSTAND /
rn press
エッセイと絵本のお店RIGHT NOW BOOKSTANDは出版社
rn pressが運営する新刊・古書書店です。＜作家と読者をつ
なげる＞ためにサイン本や限定グッズを常備し、出版イベン
ト等も開催します。 / Instagram：@rn_press

（Nさん/写真右）

インタビューの完全版は
ブルースタジオのnoteからお読みいただけます。
https://note.com/bluestudio1998

04S

お店
紹介

たく
さん
遊べ
て楽
しい
にゃ

たく
さん
遊べ
て楽
しい
にゃ

入居者さんにきいてみました！

「hoccoの暮らし
は

interviewee

 どうですか？」

らないなって思って、家も法人もまるごと移ったんですよね。

いな、と考えた時にちょうどいいくらいのサイズだなって。自分の

リモートワークできるようになって、利便性がさほど大切
では無くなってきたというのも大きいかもですね。地方にいっても

友達でもないし家族でもないですけれども、うっすらつな
がっているような。

お店とリビングをつなぐ引き戸はあるのですが、いつのま
にか開けちゃっていますね。猫を見に子どもたちが引き戸のとこ

楽しく使えていますね。中間だからできたと言うか、中間
じゃなかったらたぶんできなかった、というか。元々一つ軸として
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田中氏：普段ここでお店を開いていて、どんな生活スタイルですか？

Hさん：お店は毎日は開けていなくって。なりわいなので、がっつり
お店をやらなくていいっていうコンセプトもいいですね。

田中氏：お二人はご一緒にお仕事されているんですか？

Yさん：僕は全然違う仕事ですね、福祉系の仕事です。

Hさん：普段は私一人で、お休みの日に手伝ってくれています。

田中氏：そうなんですね！なるほどなるほど。夫婦の在り方という
か、それぞれの仕事を時間によってはジョインするというか、空間
の中にお店もあるし生活もあるし、みたいな感じですね。

田中氏：このあたりの集合住宅って、きっと観葉植物育てている
方も多くいらっしゃると思います。

Yさん：お客さんは、お子さんがものすごく多いですね。

田中氏：植物がユニークっていうのもあるかも。根っこが丸く
なってる木とか、「これなんだろう？」って思えるような個性豊か
な植物が多く置いてありますよね。

Hさん：若いファミリーとか、小さいお子さんとか、あとはご年配

お店の様子。個性豊かな花苗や鉢植えにまじって水槽も。魚に会いにくる方も
いらっしゃるとのこと。

「がっつりやらない」のがいい

多様性が見える時間

おおらかさが景色になる

のリタイアされた方がけっこう多いですね。おじいちゃんおばあ
ちゃんが花苗みて喜んでくれたりとか。

Yさん：あと持ってきてくれたりとかね。

Hさん：そうそう。庭で大きくなっちゃったからどうぞって。

Yさん：朝顔の種とかもね。

田中氏：緑に対するコミュニケーションが色々とあるんですね！

田中氏：住民の中のコミュニケーションとかって、どうですか？

Hさん：けっこうみなさん来てくださって。買わずしも、立ち話と
か、「これ買ってきたからあげる」みたいにお菓子とか手作りの唐
揚げとかお裾分けしてくれたり。

田中氏：家の一部が、お店というか、お金があってもなくても入っ
てこれる場所になっていて。家の中にちょっとした公共空間を
もっていらっしゃるというのは不思議な感じです。

Hさん：たしかに、ここ（土間部分）はお店ですもんね。

田中氏：でも、おのずとプライバシーに関しておおらかになってき
たりするかもですね。
hoccoの中で、ご自身の空間でもいいし、全体をとらえてもいい
んですけれども、お気に入りの場所はありますか？

Hさん：リビングからみる景色ですかね。

Yさん：そうだね。

Hさん：ベンチとかもね。境界にはなっているけれども。

Yさん：雪が降った日はきれいだったね。桜の時も。

田中氏：普通の家と違って、お店になっていると、玄関というか
間口が広いから、風景の入り方も違いますよね。
こんなにプライベートとパブリックを混在したものを持っていら
してすごいなって思います。

Hさん：開けっ放しにしているから、店の奥で料理していたりで
生活感丸出しなんです笑　でもそれもありきでいいよね。

田中氏：用事あるときだけおしゃべりするっていうよりも、生活感
丸出しの何気ないコミュニケーションの方が信頼関係が深くな
る気がするんですよね。

ついつい「今日のごはんは何ですか？」とききたくなる、お昼時の様子。

玉草屋さんのリビングからみた景色。

玉草屋
部屋の中や窓の外に植物があるとなんだか癒される。
人それぞれ落ち着く空間があるって大切なこと。
植物を通して日々の生活・心を潤す空間づくりをお手伝い。
お庭や外構のプランニングの傍ちょっと心躍る植物や鉢
の販売をしております。 / Instagram：@tamakusaya

（Hさん/写真右、Yさん/写真左上）

お店
紹介

Hさん：ブルースタジオさんが音頭をとってhoccoでイベントをし
たことがあって、その時に人がすごいたくさん来場したんです。こ
んなに多くの人が周りに住んでいらしたんだって！
今度は我々の手じゃなくて、ご近所の人にも開放して使ってもら
うっていうのもいいかなって思いますね。この中で何かやろっか、
みたいな。福祉施設とかこのあたりけっこう多いようなので。

Yさん：ちょっと障害をもった方とか自閉の方とか脳性まひの方
とかもお散歩で来て、なんだろう？って楽しんでくれています。

田中氏：多様性ですね。

Yさん：植物に興味をもって1時間くらいお話ししてくれる子が来
たり、成人の子もずっと喋っていたり、僕も得意なので、よく彼ら
とおしゃべりしています。多様性がすごいですね。

田中氏：都心部と違って、hoccoは時間の流れ方がゆっくりして
いると思っていて。それぞれのペースで過ごせるっていうのがすば
らしいですよね。好きな流れで過ごせるって。

Yさん：色 な々事が起きてもお互いが理解しあっていて、いいなって。

田中氏：リビングから見ていて、お二人が暮らしている感じがすごいい
いなって思って。共感というか、こういう風景みて暮らしているんだって。

Hさん：のどかだね。キッチンカーさんが来たり、朝にはパン屋さん
の焼きたての香りがしてきたりして。

Yさん：そそられちゃって、ついつい食べちゃうんです。

Hさん：みんなそれぞれ違うのも、hoccoの良い所ですよね。

玉草屋さんのリビングからみた景色。

RIGHT NOW BOOKSTAND /
rn press04S

玉草屋03S

l'atelier de nature01S
パンと焼き菓子のお店

Instagram：@latelier_de_nature

オーブン屋05S
オーブン料理のテイクアウト専門店

Instagram：@ovenya_hocco

The Pie Hole Los Angeles
小金井公園

13S
パイのお店

 LINE ID：@855f9ddx

shop

mobility
暮らしの出発点であり目的地でもあるhoccoには、
バスをはじめとする、まちを楽しむためのモビリティがあります。

outline
07R08R

09R

10R

11R 12R

05S 02R06R
04S 03S

01S

13S

店舗

住居

最新の開店状況は、各店舗のSNSをご確認ください。
情報は、2022年10月現在のものです。

【所在地】
東京都武蔵野市桜堤2丁目6番19

【アクセス】
「東小金井」駅より徒歩15分 または
JR中央線「武蔵境」駅からバス乗車12分
停留所「桜堤上水端「hocco」」より徒歩1分

【SNS】
Instagram：@hocco_official

hocco HP

BS portfolio

hoccoは2022年度グッドデザイン賞において
グッドフォーカス賞[地域社会デザイン]・
グッドデザイン・ベスト100を受賞しました！

はなもも公園

バス折り返し場

バス降車場 ●

Instagram：@tamakusaya

Instagram：@rn_press

受賞ページ

hocco入居中の店舗にて、税込み500円以上お買い上げ
いただいた方に、小田急バス（境21系統）で１回ご利用い
ただける「バス無料チケット（hocco）」をプレゼントします。

キッチンカーやイベント出店は対象外です。
ご利用にはEMotアプリの登録、アカウント情報の
登録等の手続きが必要です。
詳細は右記のリンクをご確認ください。

※2023年3月31日まで（予定）です。

hoccoには日替わりでキッチンカーがやってきます。お店や営業時間は、
「SHOPSTOP」アプリまたはhoccoのインスタグラムよりご確認ください。

キッチンカー

中庭

SHARE CARSHARE CYCLEBUS

award

interviewee

03S

武蔵境の駅からhoccoに向かうバスに乗るとき、バス停の
名前までhoccoと表記されることに驚いた。なるほど、オー
ナーである小田急バスと企画設計したブルースタジオが、
いかにワンチームとなってhoccoを生み出したか、今ならよ
くわかる。自由でおおらか、マイペースな住まい方は今後ま
すます、地域ぐるみで大切に育まれていきそうだ。

editor's note...

お店は毎日は開けていなくって。なりわいなので、がっつり
お店をやらなくていいっていうコンセプトもいいですね。

てこれる場所になっていて。家の中にちょっとした公共空間を

今度は我々の手じゃなくて、ご近所の人にも開放して使ってもら







10 © blue studio Co.,ltd.  2022

VOICE

SERVICE FLOW

中古 ＋ リノベーション
実践者インタビュー

ブルースタジオのリノベーション

　　ブルースタジオをどのようなきっかけで知ったのでしょうか？

Cさん：リノベーションに興味があり、最初は他社のセミナーに参
加をしました。そのセミナーの最後に他のリノベーション会社を
知る機会があり、そこでブルースタジオを知りました。

Yさん：当時住んでいた賃貸住宅の更新時期もあって、引っ越し
をすることを決めていました。賃貸物件に引っ越しをするのか、
物件を購入するのか何も決めていなかったんです。夫婦で引っ
越しについて話を進める中で、夫がリノベーションに興味があっ
たので、次に暮らす住まいはリノベーション賃貸か中古マンショ
ンを購入してリノベーションをするかを考えました。そこでブルー
スタジオのホームページで世田谷にある共同住宅クアンドの内
覧会に参加をし、その時に賃貸物件に住むのか、中古マンショ
ンの購入をするのかを悩んでいる話をブルースタジオのスタッフ
の方にしました。

Cさん：悩みを伝えたところ、「物件探しからリノベーションをまで
を一貫して相談できるので、お話聞いてみませんか？」と、声をか
けてもらい、後日個別相談に参加をしました。

これからの暮らしを考える

行動する、選択肢は無限大

ブルースタジオの個別相談会ではお客様の住まいづくりについて、コンサルティ
ング、資金計画から、物件探し、リノベーション、将来のお住み替えまでをワンス
トップと考え、お手伝いしています。
今回は「まちさがしから始める物件さがし」実践者である、Cさん・Yさんご家族
に、ブルースタジオ・不動産事業部の本多がインタビューしました。

ブルースタジオの大きな魅力は、暮らしを「編集」
することで理想にぴったり合う住まいをつくれるこ
と。趣味・子育て・時間軸にこだわったり、内と外の
境界を曖昧にしたり、「家」の固定概念を飛び超え
て、1人1人のストーリーに沿ったあなただけの住
まいをつくりあげます。

　　ブルースタジオは街の不動産屋さんのイメージとは少し違
うと思うのですが、いかがでしたでしょうか。

Yさん：最初に不動産事業部の杉山さんが対応してくださり、実
際に物件探しを本多さんが対応してくださいました。個別相談
後間もなく、「実際に物件を見ることはとても大切なので、ぜひ
見てみませんか？」っと、本多さんより連絡があり早速翌週末か
ら中古マンション探しを始めました。
物件を探す時に大切にしていたことは、〈東京タワーが見えるこ
と〉〈ルーフバルコニーがあること〉〈眺望〉の３つでした。当時住
んでいた賃貸住宅では東京タワーとルーフバルコニーがある物
件に住んでいて、その環境がとても気に入っていたため、物件探
しでも叶えたいと思っていました。最初は当時住んでいた学芸
大学でマンション探しをしていましたが、中々物件購入予算と
要望に合う物件が少なく、少しずつエリアを広げて探すようにな



illustration：海道建太

ルーフバルコニーではおうちキャンプや星空観察を楽しんでいるとのこと。
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　　リノベーション後の暮らしはいかがでしょうか。

Yさん：コロナ禍の自粛生活中もルーフバルコニーで外を感じる
ことができ、快適に過ごすことができました。また、少し離れるだ
けで雰囲気の違う街があるのも気に入っており、休日は家族3人
で自転車に乗って散策を楽しんでいます。

Cさん：一直線フェチの私にとって、北から南へと一直線のス
ペースがあるのは嬉しいデザインで、北側からそれをたまに眺

めるのが楽しいひとときです。

ルーフバルコニーではタープにプロジェクターを投影して、おうち

キャンプや星空観察を家族で楽しんでいます。リモートワークに

なってから、ウォークインクロゼットの一角にデスクを設けたとこ

ろ、これがとても集中できて良い書斎になっています。

暮らしの変化に伴って、予定していた使い方とは少し違うことも

ありますが活用ができているので、間取りを作り込み過ぎなかっ

たのも良かった点だなと感じています。ただ、遮音や病気の際の

感染予防を考えると完全な個室もあった方が良いかなと思い、

元々将来寝室としていずれは個室化することを想定していたス

ペースの再リノベを検討中で、それも今の楽しみのひとつです。

友人が遊びに来ると、居心地がいいとよく言われるので嬉しい

ですね。

新しい住まい、家族と過ごす時間 　　物件探しからリノベーションを振り返り、なにか想い出はあ
りますか？
Cさん：多い日は１日４軒の物件を見に行くこともあったのです
が、ツアーみたいにでき楽しい時間でした。
いつの間にか自分達でも「ここの壁は壊せるかな？」って思いな
がら、リノベーションを想像できるようになっていました。

Yさん：毎回その部屋でどんな面白い空間ができそうか、本多さ
んからイメージを共有してもらえたことで二人とも楽しかったの
で、これだって思う物件を購入できた時は嬉しさ半面、物件探し
が終わってしまう寂しさもありました。

　　物件探しが終わる際、私も寂しかったです…。
「東京タワーが見える家」を叶えることはできませんでしたが、
強く希望していた「条件」よりも「直感」で選んだ物件。
だからこそ予想以上の日常を楽しんでいるのかもしれません。
またお邪魔させてください！（本多）

今、想うこと

りました。
最初に気に入った物件はルーフバルコニーがなかったのです
が、東京タワーが見える上に３面採光。購入を悩んでいたとこ
ろ、他の方から購入が入ってしまい断念しました。それがとても
ショックで...。その想いを本多さんに伝えたところ、すぐに新しい
物件の情報をどっさり持ってきてくださいました。
自宅近くの喫茶店で、たくさんの不動産図面を見ながら、自分た
ちが購入したい物件はどういう物件なのか整理をしたことで、物
件探しで大切にしていることが明確になったかなと思います。

約30平米の大型ルーフバルコニー

　　リノベーションは理想の暮らしを叶える手段の一つなので
すが、どのようなコトを大切にされていましたでしょうか。

Cさん：キッチンを広くしたいことと、お部屋の色でした。色につい
てはネイビーと木の組み合わせがすごく気に入っていたので、イ
メージしている施工例を探しリノベーションの想像を膨らませて
いました。ポーターズペイントで塗装することを決め、ペイントレ
クチャーに設計担当の石橋さんと三人で参加をしました。レク
チャー受講後ペイントの色を選びにいき、そこで“ホエールウォッ
チング”というカラーに出会い「これだな！」と思いました。
ちなみにこのペイントは、石橋さんと本多さんと4人でDIYで塗装
もして、良い想い出になっています。

Yさん：以前の住まいはキッチンが小さかったんです。なのでどう
しても大きいキッチンが欲しかったんです。モルタルを使いたいと
いう話もしました。希望を伝えてから数日後のデザイン打ち合わ

せの時に、モルタルキッチンの雑誌の切り抜きをみせてもらい、
それがすごくカッコよくて同じデザインに決めました。あとキッチ
ンからダイニングテーブルを繋げる提案をしていただいたのです
が、以前の住まいで使っていたダイニングテーブルを新しい住ま
いでも使う予定だったので、その提案に少し悩んでいたのです
が、モルタルのテーブルの中に埋め込むデザイン提案をしてもら
いとても気に入っています。

やりたいコト、ほしいコトをイメージする

LDKの一面に用いた塗料は、ポーターズペイントの「ホエールウォッチング」色
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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年度後半から2022年度前半の出来事をご紹介します！

「morineki」が土地活用モデル大賞にて

審査員長賞を受賞しました

ブルースタジオのLINEスタンプ第３弾が発売されました

「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2021」にて

2作品が受賞しました

20222021

茅ヶ崎なりわいヴィレッジ「TSUBANA」竣工しました

「クオリスキッズ大井町保育園」「鵠ノ杜舎」が

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました

小田急線座間駅、そしてホシノタニ団地の前にある「小田急マルシェ座間１・２」
が竣工しました。
”駅前”というまちの玄関となる「暮らしの中庭」をコンセプトに、建物修繕工事
のタイミングで駅前一帯の活用を見直し、建物全体のサイン・VIの整理・統一
や駐輪場だった場所を緑がひろがる駅前広場「ざまにわ」へと改修しました。
建物に囲まれた外構には、気軽に腰を落とせるベンチや縁台、花壇に囲まれた
芝生広場の整備を行うことで、憩いの場として地域住民の方が集い、つながる
空間を創りました。

「ロカド香久山」が
第42回東北建築賞を受賞しました

駅前広場「ざまにわ」および「小田急マルシ
ェ座間１・２」が竣工しました

一般社団法人 日本建築学会東北支部が主催する「第42回東北建築賞」にて地域との共生を目指
すコミュニティー型賃貸住宅「ロカド香久山」が作品賞を受賞しました。
里山の原風景が残る香久山・香久池公園エリアにほど近いロカド香久山は、入居者同士のコミュ
ニティー生成のみならず、地域社会との積極的な共生を目指し、「小原田の里暮らし」をコンセプ
トに、炉を囲むように佇む賃貸共同住宅です。
入居者同士のコミュニケーションを意識した中庭を囲むロの字型の住棟配置が特徴で、14世帯の
家族が共有する緑豊かな中庭は地域に対しても開かれ、暖かで緩やかな、でも強い人と人との繋
がりを育むようにデザインしました。

12 © blue studio Co.,ltd. 2022
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弊社大島芳彦と、ガーデンデザイナーのエービーデザ
イン代表正木覚氏の2人が、「アウトドアリビング」と
「インドアガーデン」をテーマにパネルトークを行い
ました。その後は会場を飛び出し、里山を散策。里山
の生態系や私たちの暮らしに果たす役割を知り、庭づ
くりに活かすヒントを学びました。一日の最後には、ネ
スティングパーク黒川の焚き火を囲みながらゆったり
と語り合いました。

暮らしの「まちあい」所　
hocco 竣工しました

武蔵野市桜堤にある賃貸共同住宅「hocco」が2021年9月末に
竣工し、11月6日（土）に近隣住民に向けての見学会を開催し
ました。
まちの人々が出会い、ふれあう暮らしの「まちあい」所をコン
セプトとし、好きなことやりたかったことを実現できる賃貸住
宅として、バスの終点でもあるこの場所が、バスを「待つ」「降
りる」だけではなく、人々が出会い、つながり、分かち合う場所
として生まれ変わりました。

既存事業用建物改修 イベント

パネルトーク&里山散策「「アウトドアリビン
グ」と「インドアガーデン」里暮らしを愉しむ 
庭づくりと部屋づくり」を開催しました



hocco「桜堤おてせいなりわい市」を開催しました

主な掲載メディア
2021.10 -2022.07

「hit香椎宮前住宅展示場」において、会場のランドスケー
プデザイン監修にあわせ、展示場のインフォメーションセン
ター（センターハウス）の企画・建築設計監理・ブランディ
ングを手がけました。
さらにこの一部を1日単位で出店可能なショップ・キッチン
スペース "miyamae hut（ミヤマエハット）" としてブルース
タジオ自らの運営によりオープンしました。
「hit香椎宮前住宅展示場」はこの"miyamae hut（ミヤマ
エハット）"の存在を通じて、緑豊かな会場環境を活かし、
従来の集客施設としての住宅展示場を、地域住人も参加可
能な「理想の生活環境のショーケース」として運営して行く
ことを目指します。

noteマガジン
「編む、ブルースタジオ」始めました

「編む、ブルースタジオ」は、毎
回一つのテーマに沿って、住まい
のタイプやジャンルを超えて事例
・サービスを再編集し、お届けし
ます。いつもの分類とは少し異な
る目線から、“役に立つ”だけでは
ない、“大切”なモノ・コト・時間を
見つけ出すnoteマガジンです。

1 2 . 1 L i V E S（雑誌）

10 . 2 1 産経新聞（w e b）

11.20 旅する工務店（T V）

日経X T EC H（T V）11.30

月刊不動産フォーラム（雑誌）1 2 . 1

家主と地主（雑誌）1 . 01

新建築（雑誌）2 . 0 1

「新」建築設計資料0 4（雑誌）3 . 0 9

日経アーキテクチュア（雑誌）3 . 24

&  P r e m i u m
特別編集合本「住まい」BOOK
（雑誌）

1 0 . 4

LiVES（雑誌）4 . 0 1

月刊不動産フォーラム（雑誌）5 . 0 1

住まいとでんき（雑誌）5 . 0 1

都心に住む（雑誌）4 . 26

リライフプラス（雑誌）6 . 1 4

王様のブランチ（T V）7. 0 2

T H E  T I M E ,（T V）7. 2 2

hit香椎宮前住宅展示場内に
「miyamae hut」が竣工しました

「都市景観の日」実行委員会主催の都市景観大賞において「北条まちづくり
プロジェクト-morineki-」が大賞（国土交通省大臣賞）を受賞しました。
大東市が市営住宅の建て替えを民間主導の公民連携型(PPP)で進めた
国内初のプロジェクト。
市営住宅、テナント、都市計画公園と３つの敷地に分かれていながら全
体を公園のように連続させることで、市営住宅住民のみならず多様な利
用者や来訪者にとって活発な活動と賑わいの場を創出し、持続性ある
街づくりを実現しました。

ブルースタジオのLINEスタンプ

第４弾が発売されました

リライフプラス（雑誌）3 . 3 1

「北条まちづくりプロジェクト
-morineki-」が都市景観大賞
(国土交通大臣賞）を受賞しました

2022年度グッドデザイン賞において、
「hocco」が-グッドデザイン・ベスト100-
-グッドフォーカス賞 [地域社会デザイン]-を、
「北条まちづくりプロジェクト-morineki-」が
グッドデザイン賞を受賞しました

2021

2022

7 86
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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

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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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/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 2022

Design: Takeshi Ishii, Yuichi Kimura

Location: Tokyo

Floor area: 82.83m
Contracter: SIGMA TECH

Photos: Yoshiyuki Chiba

Condominium Renovation, December 2021

Design: Takeshi Ishii, Yuichi Kimura

Location: Meguro-ku, Tokyo

Floor area: 103.95m
Contracter: SIGMA TECH

Photos: Yoshiyuki Chiba

2

2

お客様は都心に暮らす共働きのご夫婦。築50年以上、100㎡を超えるマンションを購入さ

れました。コンセプトは「書店」のような暮らし。

現し天井など躯体の個性を活かした広々としたLDK。その壁一面を幅5.3メートルもある

本棚を造作。写真集など大判の本も飾ることができるようにしました。本棚の中に設置し

た間接照明でお気に入りの本を照らし、インテリアとしても機能します。

素材感はあえて対比させ、無垢材や天然素材と、ガラスや金物のシャープな素材を共存さ

せています。家の中心に位置する床からせりあがった2畳のガラス茶室は、玄関側から目

線の中心となり、また、ガラスとすることで奥のLDK空間ともつなぐ役割を果たします。

やりたいことを全て詰め込んだリノベーションの醍醐味を感じられるお住まいです。

原点改起

Iさんご家族が目指したのは「家の中で色々なアクティビティーを体験でき、家族で暮らしを

楽しめるコト」。料理をみんなで楽しむコト、バルコニーで朝食をとるコト、ハンモックでのん

びり読書するコト、サロンとしてゲストをもてなすコト、子供の可能性を引き出だせるコト。

間取りのカタチは変えていません。変えているのはキッチンのカタチ、出入り口のカタチ、

そして家族それぞれの暮らしのつながり。建築としてのカタチは活かし、ディテールを大

胆に変更しました。

キッチンはLDKのメインとなるように、セミクローズドからY型オープンに。向かい合わせ

の寝室の扉は大胆なアーチ開口とし、カタチをガラリと。

寝室の扉は鏡貼りとすることで、廊下をまたいでダンスレッスンスペースとなり、扉を開け

ば廊下を含めて一体感あるワンルームのように使うこともできます。

間取りのカタチを変えずに出来るコト。少しばかり、「異なる」カタチを添えることで「コト

成る」暮らしが実現しました。

コトなるカタチ

© blue studio Co.,ltd. 2022 15



会社と自分について考える社内ワークショップを行いました

blue studio VISION THINKING WORKSHOP 
「ブルースタジオのパーソナリティ」を考える”をテーマに、ブランディングやプ
ロモーションを実施するチームメンバーが中心となって、自社のインナーブラ
ンディングとしてワークショップを行いました。
ブルースタジオのHP などで発信している会社の使命や特徴について、スタッ
フが普段の仕事の垣根をこえて改めて考え、自分ごととして捉え、自分の言葉
で伝えられるようになることを目的として実施しました。
長く一緒に働いていたスタッフ同士でも初耳のことなど、業務以外で見せる個
性や表情、ブルースタジオのスタッフが考えていることを垣間見れる内容と
なっております。
ワークショップの様子はブルースタジオの公式note のマガジン「bluestudio 
VISION THINKING WORKSHOP」にて公開しております。
下記のリンクからアクセスいただけますので、ぜひご覧ください。
https://note.com/bluestudio1998/m/ma9fda79f5992

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
【公式インスタグラム】
＠yukusa_ohsumi

福岡県福岡市、西鉄 香椎宮前駅 目の前に新しくオープンし
た 『hit香椎宮前住宅展示場』。その緑豊かなポケットパークの
中に、ブルースタジオが運営するチャレンジショップ・キッチン
スペース “miyamae hut（ミヤマエ ハット）” ができました。
キッチンスペースは飲食店営業許可・菓子製造業許可取得
済。1日単位で飲食店・物販店など自分のお店を気軽に開く
ことができます。「いつかやってみたい」と思い描いていたこ
とをこの場所からはじめてみませんか。
「住宅展示場」を「地域も参加可能なセントラルパーク」に
変えるプロジェクト。住宅購入検討中以外の方々も、お散歩
がてらお気軽にお立ち寄りください。

【所在地】
福岡県福岡市東区千早5丁目8-31
【公式ウェブサイト】
https://hut.hitweb.co.jp/miyamae/
【公式インスタグラム】
＠miyamae_hut

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

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、
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お問い合わせ

blue studio Activity

noteマガジンにてご覧ください！

puka（プーカ）
体験型宿泊施設

住宅展示場を『地域も参加可能なセントラルパーク』に
変えるセンターハウス

miyamae hut

blue studio Family

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「p u k a（プーカ）」。
暮らし研究所の顔を持つpuk aは、暮らしの相談はも
ちろん、気軽に立ち寄ってもらえる場所になるよう
に、懐かしの駄菓子コーナーも新しく誕生しました！
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、pukaの営
業日は公式インスタグラムにてご確認ください。
【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
【公式インスタグラム】
＠puka_npk


