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イオンモール
京 都 桂 川「大垣書店＆cafe  イオンモール京都桂川店」がOPEN致しました。

「つむぎの街」として新たに生まれ変わった京都桂川の地から、書籍、CD／DVD、文具・雑貨、カフェの融合による新たなライフスタイ
ルを発信する施設が誕生致しました。約2500平方メートルのフロア内には約30万冊の書籍と160席のカフェを中心に、文具や雑貨、
CDやDVDまで多彩な商品が取りそろえられています。近年、広がりを見せつつある書籍店の新形態「Book&Cafe」形式の店舗として
は府内最大級を誇る文化情報発信空間です。平安京の大路・小路をモチーフにしながら、中央に象徴的なメイン通路を計画。デザイ
ンの随所に格子や和紙の要素を取り入れることにより、古都・京都にふさわしい落ち着いたインテリアデザインを実現しています。
ご来店いただくすべてのお客さまの知的好奇心を刺激する、知の総合提案型感動空間へ是非一度お越し下さい。 

1624年創業、392年の歴史を持つ「唐長」のアンテナショップが新しくリニューアルオープン致しました。
ヨーロッパの街角にあるショップをイメージしたファサードはホワイト＆ゴールドでまとめられ、オランダのホテルに使用されていたと
いう100年前のアンティークノブが、伝統と現代が融合した空間への誘いとなっています。「KIRA KARACHO」が伝えるのは、「古き良
き伝統の世界」「今の世の新しい美の世界」「異なるものとの融合する世界」。暮らしを彩る唐紙の額をはじめ、カード、ぽち袋、一筆
箋、懐紙、器やストールなど、文様と色の美を通じて世界を豊かにしたいとの思いをこめた華やかな店内に是非、お越しくださいませ。 

～新しい街の場、知的興奮の小路～ 

四条烏丸 
C O CON 
KARASUMA 
「KIRA KARACHO  四条店」
がリニューアルOPEN致しました。

～唐紙の伝統美が潜む瀟洒な店舗空間～ 

〒601－8211　京都市南区久世高田町376 
JR「桂川駅」直結　阪急「洛西口駅」徒歩5分 
TEL︓075-925-1717 
URL︓http://www.books-ogaki.co.jp/stores/aeonkatsuragawa/
営業時間︓9:00～22:00 

大垣書店＆cafe イオンモール京都桂川店

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下ル
水銀屋町620番地
「COCON KARASUMA」1階 
TEL︓075-353-5885
URL︓http://www.kirakaracho.jp/ 
営業時間︓11:00～19:00
定休日︓火曜日 

KIRA KARACHO 四条店
（雲母唐長）

〒620-0037 京都府福知山市字中ノ28番地3（福知山シネマ隣）
TEL︓0773-24-8844　URL︓http://machinova.com/ 
定休日︓毎週火曜日（祝祭日除く） 年末年始 
レンタル利用時間︓9:00～20:00（22:00まで最大延長）

福知山コミュニティースペース「まちのば/モジカ」

福知山商工会議所前、旧福知山信用金庫広小路支店
が新しく「まちのば/MACHINOVA」として生まれ変わり
ました。レトロな雰囲気はそのままに、センスと懐かし
さを感じる集いの空間が完成いたしました。 

大胆な傾斜屋根と和の雰囲気を融合させた素敵な週末住宅を、
北海道ニセコで現在建築中です。
北海道の四季を楽しむ住宅は11月完成の予定です。 

京都府
福知山 福知山コミュニティースペース　　　   　 　

　　　　「まちのば/モジカ」がOPEN致しました！ 

～新しい町の場、新しい感動～ 

～北海道 Niseko コテージ 計画～ 

京都太秦 
天神川 「京都学園大学 京都太秦キャンパス」　　が開学致しました！ 

～人と人、人と緑のコミュニティ・キャンパス～ 

旧山ノ内浄水場跡地に完成
した、都市型キャンパス「京
都学園大学 京都太秦キャン
パス」。「地域に開かれ、地域
に溶け込み、地域と協働する
知の拠点」は緑に包まれた開
放的なキャンパスです。地域
に根ざした新しい大学の開
学にあたり建築コンサルタン
トとして参画致しました。 

北海道ニセコ地域で計画中の全40室からなるリゾートホテル。
羊蹄山への眺めを軸線に、扇状に平面展開する素敵な宿泊施設を計画
中です。 

～北海道（仮称）Niseko Nest at the Trees 計画～ 

京都東山祇園地域で建設中の全10
室からなるホテル計画。
古都のデザインを現代的に再構築す
ることにより伝統美のなかに煌めき
を内包した、”新”感覚のデザインホ
テル計画です。 
来春のグランドオープンに向けて、現
在工事を進めています。 

「ミシュランガイド 京都・大阪2016」（旅館・ホテル
部門）にて、私たちがお手伝いさせて頂いた”石塀小
路 龍吟（☆5）”と”姉小路別邸（☆2）”が掲載されま
した。是非一度お越し下さいませ。 

この度、私たちが設計をさせていただいた
「寺町の住宅」が、優れたデザインの建築物
として「京都景観賞 奨励賞」を受賞致しま
した。
雅の文化の香りをはぐくむ寺町竹屋町に位
置する3階建ての店舗付住宅です。杉板模
様のコンクリート打ち放し壁と、リズミカル
に繰り返される格子のデザインが印象的。
伝統美を感じさせながらも現代和を構築
し、端正なたたずまいと、周囲の町並みとの
調和を考えた外観デザインとなっていま
す。今回の受賞をきっかけに、より良い京都
の景観形成のお役にたてればと思います。 

～ホテル 花とうろstay祇園レジデンス 計画～ 

～京都景観賞 奨励賞を受賞致しました～ ～ミシュランガイド
 京都・大阪2016～ 

二条城北に位置する全22室からなる
宿泊施設計画。
観光型ゲストハウスとして特化するこ
とにより、魅力的あふれる「旅の宿」を
現在計画しています。 
～「暮らすように泊まる」～
そんな京都ステイの魅力を感じる旅の
宿です。

～（仮称）京都二条城北ホテル計画～ 

topics

みなさまのご支援に支えられ続け、ついに「YES！ ROVER ARCHITECTS 」も
第12号を発刊させていただくことができました。これもひとえに、皆さまのご
縁の賜物であるとスタッフ一同深く感謝しております。本当にありがとうござい
ます。2006年の第1号発刊以来、いつも楽しみにしていただいている、みなさ
まのお声を聞く度に、感謝のこころで一杯になります。今後ともよりよい「幸せ
のかたちづくり」のお手伝いをさせて頂きたいと考えております。 スタッフ一
同、今後とも研鑽を重ね、頑張って参りますので、 引き続き、皆さま方のご支
援・ご指導を頂ければ幸いです。 今後ともよろしくお願い致します。 

一級建築士大臣登録　第277388号　野村 正樹　 TEL 075-451-5777  /  FAX 075-451-5770
一級建築士事務所登録　京都27Ａ00288 号

（株）ローバー都市建築事務所　代表取締役　野村正樹

しょうしゃ

“姉小路別邸”“石塀小路 龍吟”



2016 AUTUMN 2016.10 12
京都市上京区浄福寺通り五辻上ル杉若町674 ザイキビル2F

一級建築士大臣登録　第277388号　野村 正樹　 TEL 075-451-5777  /  FAX 075-451-5770
一級建築士事務所登録　京都27Ａ00288 号

白をベースに明るくゆったりとし
た店舗に児童書から専門書まで
約77万冊の蔵書を誇る滋賀県
下最大級の大型書店に、新しく
149席の“&cafe”スペースが誕
生致しました。くつろぎながら趣
味の時間を存分に楽しむことの
できる空間として、さらなる知の
魅力を演出しています。地域に
必要とされる書店を目指す、「大
垣書店 フォレオ大津一里山店」
に是非お越しくださいませ。 

琵琶湖に面したロケー
ション抜群の別荘計画。
立地を最大限に生かし
つつ琵琶湖側の開口部
を開放的に、道路側は
プライバシーに配慮し
たファサードに。マリン
スポーツやＢＢＱ、・花
火大会を存分に楽しめ
るリゾートスタイルの新
提案。広いLDKにはタモ
の無垢フローリングと、炎のゆらぎが美しいエタノール暖炉を設置。
２階には２つのベッドルームと大きな部屋を計画し、フレキシブル
な宿泊形態への対応を可能にしています。 

大宮交通公園にほど近い
閑静な住宅街の一角に、新
しく「maison de camellia」
が誕生致しました。上階よ
り西賀茂船山を間近に望
むことのできる恵まれた立
地条件のもと、採光と風通
しを重視した開放的なプラ
ンを実現しています。
「camellia」とは、日本語で
「椿」を意味しています。オ
ーナー様の想いが込めら
れた、魅力的な次世代型
収益マンションです。 

「大垣書店  フォレオ大津一里山店」に新しく“&cafe”が誕生しました！ 
～知を発信する地域の拠点～ 

〒520-2153　大津市一里山7丁目1-1 フォレオ大津一里山1Ｆ 
TEL︓077-547-1020 
URL︓http://www.books-ogaki.co.jp /stores /ogaki-foleo / 
営業時間︓10︓00～21︓00

最初に出されたプランが非常に良く、この
事務所なら自分たちの夢を叶えてくれると
思いました。こちらの希望にできる限り応
えようとしてくださったのも嬉しかったで
すね。ベランダからの眺めは特にお気に入
りになっています。 

大垣書店 フォレオ大津一里山店

--owner's voice--

京都東山  
鴨川七条  「エルベコート東山七条」が竣工致しました！ 

～鴨川の川辺に建つ現代長屋～ 

滋 賀 県
近江舞子  「琵琶湖畔の住宅」が竣工致しました！ 

～リゾートライフを楽しむ湖畔のヴィラ～ 

田園に囲まれた周辺環境を巧みに取り
込みながら、外部空間の広がりを内部
に有機的に呼応させた二世帯住宅で
す。古民家の装いとモダンな素材使い
が織りなす住空間は、緻密に計算され
た窓が明るさと風通しをもたらし、快適
な居住環境となっています。 

滋 賀 県
大 津 市

北区大宮「maison de camellia」が竣工致しました！ 

京都鴨川・七条大橋のふもとに位置する単身者向けの共
同住宅計画。軒庇や竪格子・行灯といった京の風情を現
代的にアレンジし、街路に対して意匠上の演出を行ってい
ます。閉鎖的になりがちな１階部分の貸室は、直接道路か
らアクセスできるダイレクトアプローチ。大きな土間空間
を併設することにより、駐輪や芸術活動のアトリエとして
も使用できるフレキシブルなスペースとして整備されてい
ます。
今後、京都市立
芸術大学や京
都美術工芸大
学の開設も予定
されている人気
のエリアに、素
敵な住空間が誕
生致しました。 

～ぬくもりと向き合う集合住宅～ 

介護保険制度改正に伴って新しく導入された地域密着型サービスの一つである、「地域密着型特別養護老人ホーム」。近江商人発祥
の地として知られる五個荘の地に、「地域密着型特別養護老人ホーム きいと」が新しく誕生致しました。自然素材や自然光を積極的
に取り入れることにより、家庭的なぬくもりを感じる施設としてやすらぎのある空間が実現致しました。ユニットケア方式を採用し、少
人数の家庭的な雰囲気の中で支援が行えるように設計上の工夫もなされた、地域の暮らしを支える拠点となっています。 

〒529-1431
滋賀県東近江市五個荘山本町447番地34
TEL︓0748-48-7501  
定員︓入居29名、ショートスティ10名 
URL︓http://www.rokushinkai.com/
　　　service /ki ito / 

地域密着型特別養護老人ホーム きいと 

滋 賀 県
東近江市  「地域密着型特別養護老人ホーム きいと」が竣工致しました！ 

～くつろぎとやすらぎの高齢者施設～

「大津の家」が竣工致しました！ 
～田園環境と共棲する、有機的な調和空間～ 

大 津 市
一 里 山  

京 都 市
北区大宮
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