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SHOPが OPEN 致しました！

代を担う日本画家の優秀作およそ200点を収蔵した新館では、再興院展や若

上 京 区
落合IC

SHOP

産婦人科・内科「ひらいクリニック」が OPEN 致しました！
〜明るく開放的な吹き抜けのあるレディースクリニック〜

OPEN致しました。
オフホワイトを基調とした三角屋根のデザインに、
ピンクベージュのス

ライスレンガをアクセントに使用した、
かわいらしい外観が特徴のクリニックです。玄関ホ
ールには大きな吹き抜けを設け、開放的な空間を演出するとともに、建物内部に自然光

を拡散させることを試みています。是非一度、
ご覧頂ければと思います。

京都市上京区千本下立売西入にある京町家ゲストハウス
「まくや」。

京町家の持つ佇まいはそのままに、京の伝統美をひとつの形にあらわ

しました。
ぬくもりのある5つの客室の他に、掘り炬燵のある座敷空間と、
大きな墨塗りカウンターのあるサロンを計画し、訪れるゲストにとって
旅の思い出となるような情景の創生をこころがけました。縁側と庭を挟

んだ向こう側にある、町家暮らしを肌で感じることのできる素敵なゲス

トハウスです。

丸太町通

日

駅

（※詳しくはHPをご覧下さい）

二条城

二条駅

御池通

烏丸通

向

休業日■ 日曜日・祝日、木・土曜の午後
URL ■ http://kyotomakuya.web.fc2.com/

西
急

〜京町家暮らしを肌で感じる、もてなしの空間創生〜

堀川通

阪

京町家ゲストハウス「まくや」がOPEN 致しました！

西大路通

（阪急電車京都線「西向日」駅から東へ徒歩２分）

千本下立売

京町家ゲストハウス「まくや」

産婦人科・内科「ひらいクリニック」

西 洞 院

四条通

〒602-8352 京都市上京区下立売通千本西入ル
稲葉町442-5
TEL■075-201-4980
ご予約の受付は4ヶ月前からとなります。

〒617-0006 京都府向日市上植野町南開34-34
TEL■075-921-0520
営業時間■ 9:00〜12:00／17:30〜19:00（※詳しくはHPをご覧下さい）
休診日： 日曜日・祝日、木・土曜の午後
URL ■ http://www.hiraiclinic-kyoto.jp/

三条通

山陰道

大山

中国自動車道

御池通

鴨川

松江

西向日駅よりほど近い、閑静な住宅街、桜並木が美しい角地にレディースクリニックが

京都四条

調にした明るい店内では、季節の食材を使用

したコース料理の他に、
アラカルトもお楽しみ

川端通

向 日 市

囲気が演出されています。白とオレンジを基

河原町通

京 都 府

そのまま生かしながら、落ち着いた大人の雰

TEL■075-751-5517
営業時間■ ランチ 11:30〜15:00（L.O.13:45）
ディナー 18:00〜22:00（L.O.21:00）
不定休（ ※詳しくはHPをご覧下さい）
URL ■ http://verdun.jp/

洗練された美の空間を構築致しました。
お近くをお通りの際は、是非、
お立ち寄り下さい。

URL ■ http://www.adachi-museum.or.jp/

側に珠玉のフレンチ

レストランが誕生致しました。路地の佇まいを

（川端通り・御池大橋東側）

れをお楽しみ頂いた後に、
お立ち寄り頂く
「MUSEUM SHOP」
には足立美術館にふさわしい

お休みをいただきます。

近く、御池大橋の東

Relais Verdun（ルレ・ヴェルダン）
〒606-8385 京都市左京区孫橋町31

手作家による企画展が常時開催されています。近代から現代に至る日本画の流

米子IC

京 都 市 役 所のほど

素敵なひとときを、是非、
お楽しみください。

館」。開館40周年を迎えたのを機に、足立美術館に新館ができあがりました。次

安来IC

〜隠れ家的雰囲気のあるフレンチレストラン〜

頂けます。京町家におけるフレンチの新提案。

昭和45年秋の開館以来、
日本庭園と近代日本画で有名な島根県「足立美術

足立美術館

Verdun（ルレ・ヴェルダン）」がOPEN 致しました！

フレンチレストラン「Relais

2 011.AUTUMN

〜名園と名画に彩りを添える、洗練された美の空間〜

〒692-0064 島根県安来市古川町320
TEL ■ 0854-28-7111
営業時間 ■ 9:00〜17:30（10〜3月は17：00）
年中無休 ※新館のみ展示替え期間中は

都

川端御池

●ファミリー
マート
噴水

「京都クラフトマート 四条京町家店」が OPEN 致しました！
〜築100年の京町家再生事例〜

下京仏光寺
柳 馬 場

「Cafe

esrille（カフェ・エスリル）」が OPEN 致しました！

〜伝統京町家をホットスポットに〜

京都市内の中心部・仏光寺柳馬場に居心地のいい

明治43年（1910）年に建てられた、四条京町家が新しく生まれ変

カフェ空間が誕生しました。

昨年まで、
「 京都市伝統産業振興館」
（ 通称：四条京町家）
として

店内空間には、Wi-Fi（無線コンピューターネットワー

庭から自然光をふんだんに採り入れた落ちつきのある

わりました。

環境（ホットスポット）
としての整備を図っています。
カリモクのデザイン家

ます。京都散策のひとときに、是非、
お立ち寄り下さい。

ウェア
「iittala（イッタラ）」
で彩られたインテリアも一見の価値ありです。

具に、
フィンランドのファブリック
「marimekko（マリメッコ）」
とテーブル

品の体験教室も行い、国内外のお客様に幅広く楽しんでいただけ

（次号より弊社情報誌「YES! ROVER ARCHITECTS」が不要な方はご連絡ください。info@rover-archi.com ）

（food L.O.21:00／cafe L.O.21:30）

四条通

河原町通

阪急烏丸駅

地下鉄
四条駅

柳馬場通

四条通

堺町通

地下鉄
四条駅

高倉通

烏丸通

室町通

新町通

TEL■075-253-1140
営業時間■7：30〜22：00／年中無休（※詳しくはHPをご覧下さい）
URL ■ http://www.amitacorp.co.jp/tenpo/kcm.html

西洞院通

（市地下鉄「四条」駅・阪急京都線「烏丸」駅より徒歩5分）

錦小路通

Cafe esrille（カフェ・エスリル）
〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場
西入東前町402
TEL■075-708-5951
営業時間■11:30〜22:00

烏丸通

四条京町家店

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町11（四条京町家1階）

075-451-5777
03-3498-6603

ク）
が完備され、
インターネット等が手軽に使用できる

使用されていたスペースを再活用し、京都の和雑貨や伝統工芸品

を身近に感じる商空間として再生致しました。店内では伝統工芸

京都クラフトマート

SHOP

噴水通り

私達は、自らを高め、都市建築をとおして、全ての人々の物心両面の幸福を追求すると同時に豊かな社会の発展に貢献します。

島 根 県

O V E R

京

ROVER ARCHITECTS

R ARCHITECTS

〜ひと・まち・こころをつなぐ〜

阪急河原町駅

仏光寺通
交番 ●

月曜定休 (祝休日の場合は翌日)
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京

寺町丸太町

寺町の住宅が竣工致しました！

中

京

新町蛸薬師

〜古都の香りを未来にはぐくむ〜

上品な茶道具や美術店が立ち並び、雅の文化の香りをはぐくむ京都寺町界隈。西国19番札所である行願
寺革堂（通称：こうどうさん）
にほど近い行願寺門前町に、
「寺町の住宅」が完成いたしました。

コンクリート造でありながら、周囲の町並み

姥柳町の住宅が竣工致しました！
〜空を感じる都市住空間の創生〜

中京区・蛸薬師にある一軒の京町家。
これから新生活を始められるお二人のために、
素敵な住宅が完成いたしました。

町家の通り庭にある吹き抜け空間を、光の通り道として計画することにより、
「うなぎ

の寝床」
でありながら、明るく

との調和が図られた外観が印象的な建物で

開放的なリビング空間が誕

す。現代和を基調としながらも伝統美の良さ

から注ぎ込む柔らかい光は、

京都における建物のありかたを予見させる

ひとつの応答事例となることでしょう。
１階部

それぞれ互いに拡散しながら、

も計画されています。お近くをお通りの際は、

いきます。空を感じ、
自然を感

暖かい室内環境を構築して

分には貸ギャラリー「Art Space-MEISEI」

じる。そんな、都市居住空間

是非、
ご覧下さい。

仏 光 寺

の創生を目指した、京町家再
生事例です。

高橋町の町家が竣工致しました！
〜風を奏でる京町家〜

NEW PROJECT

四条烏丸にほど近い、路地奥の京町家が新しく生まれ変わり

ました。
自然素材をふんだんに使いながら、光と風を感じる伸

この度、
「ローバー都市建築事務所」のホームページ
が新しくなりました。
みなさまにとって知りたい情報を、
よりわかりやすく、
詳しくお伝えする為に、いろいろと工夫を致しました。
スタッフのブログや現場状況ブログも、更に充実して
参りますので、是非一度、新しくなったホームページ
をご覧下さいませ！

「室町荘（迎賓施設）」

びやかな小住宅は、京都の伝統和風を基調としながら、モダ

〜遥かなる覚醒への胎動〜

ンな感性に見合うようシンプルにデザインされています。
周りを

京町家の佇まいをそのままに、新しくゲスト

建物に囲まれた環境にありながらも、快適な暮らしを実現した

「高橋町の町家」。
お客様からも嬉しいお便りを頂きました！
お客様の声〜OWNER'S VOICE〜

家の戸をあけて一歩中に入るとなんとも言えない木の香りが漂い、気持ちをほっとさせてくれます。
「また京都に戻って
住もう」
と思い立ってから、何処に、
どんな家をと思いめぐらし、楽しい、
かつ壮大な計画を夢見始めてから5年は経過

したのですが、
やっと古屋を手に入れ、野村さんとの出会いがあってから話はとんとんと進むことになりました。
あちこ
ち見て歩き、家探しを付き合ってくれた友人はもとのボロ家を知っていただけに、
「まあよくここまで出来たね。素晴ら
しい」
と絶賛してくれました。

ハウスとしてリニューアル。
京都で育まれた、
「 和」の文化を醸し出すそ
れぞれの空間は、庭や周辺の景色を取り込
みながら、
「雅」
の世界を五感で感じる、時空
間として新しく生まれ変わります！

「東山・石塀小路の旅館 “龍吟”」

大工さんを困らせた家の傾き、何度も改修された建物の下からあらわれた崩れそうな壁、屋根、建物の隙間など、
ど

〜石塀小路の浪漫を感じる大人の空間〜

れをとっても住むには大変だった家が、素晴らしく見事によみがえりました。梁やじゅらく壁、和室、階段、
いたるところ

祇園の奥座敷・石畳の石塀小路に、素敵な旅館

の工夫はすべて町家の雰囲気をただよわせ、仕上げの照明はより一層家全体をイメージアップする演出がなされて
おり、
リフォームとはまさに創作活動だと感心させられました。工事が始まってから、
こちらが急がないこともあり、
あれ
これと注文もつけながら、
月日が経ったにもかかわらず、気長に付き合って下さった野村さんをはじめ、
ローバー建築
の伊藤さんや皆様、
また昨夏は近年にない猛暑の中、現場でこつこつと作業されていた皆様にも心から感謝します。
余談ですが、初めはまったく無関心、
むしろ反対をしていた主人が出来上がった家に何度か足を運ぶうち
「京都の家
にあれが必要だ、
これが必要だ」
と言ってくれるようになったのは嬉しいかぎりです。今後も末長くお付き合い頂けます
こと願っております。
この度は誠に有難うございました。

京都山科
西 野 山

2010年1月吉日

山科の住宅が竣工致しました！
〜現代における伝統美の表現手法〜

東山の山裾に位置する閑静な住宅地。周りの緑や風景とも良く調和のとれ

た、美しい自然の中に一軒の住宅ができあがりました。

K.Y

HOUSE

がOPEN致します！
京都の伝統美で彩られた広々としたスイートタイ
プの客室は、石塀小路にふさわしく大人の空間を
華麗に演出しています。
「 和」の素材を使用した
オー ベルジュ（ 料 理 店 ）も開 店 予 定 。来 春 の
OPEN案内を楽しみにお待ち下さい！！

「SAVVY 3月号」に
「カフェ・エスリル」
「ドーナツカフェ ニコット＆マム」が
掲載されました！
「婦人画報7月号」
「京都「味」土産」に「ドーナツカフェ ニコット＆マム」
「ブランジェリーマッシュ キョウト」が掲載されました！
京都で生まれ、
私たちがお手伝いさせていた
だいた素敵なお店に是非お立ち寄り下さい！
カフェ・エスリル
京都市下京区仏光寺通柳馬場西入
TEL■075-708-5951

スペースとプライベートスペースを
緩やかに区切ると共に、
デザインの

アクセントを形成しています。開放

ドーナツカフェ ニコット＆マム
京都市中京区車屋町通押小路上ル
TEL■075-223-3630

的な庭スペースと連続した、
タイル

貼りの日だまりスペースが心地よい

リビング空間を形成しています。
ここ

ブランジェリー マッシュ キョウト
京都市下京区東洞院高辻下ル
TEL■075-352-0478

から始まる新しい暮らしにいろんな
工夫をとりいれた、伝統と現代の美

しさが融合した素敵な住宅です。

（次号より弊社情報誌「YES! ROVER ARCHITECTS」が不要な方はご連絡ください。info@rover-archi.com ）
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ご あいさつ
みなさまのご支援に支えられ続け、今秋も弊社情報誌「YES!
ROVER ARCHITECTS vol.09」を発刊させていただきました。
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。ありがとうございます。
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。日々、変化する時代の流れとニー
ズをお聞きしながら、今後もよりよい「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。

075-451-5777
03-3498-6603

玄関ホールには格子を計画し、
ライトアップされた細めの格子が、
パブリック

NEW!

「ローバー都市建築事務所」の
ホームページが新しくなりました！

〜現在、建設中のプロジェクト〜

私達は、自らを高め、都市建築をとおして、全ての人々の物心両面の幸福を追求すると同時に豊かな社会の発展に貢献します。

生いたしました。
４つの天窓

を感じさせる洗練されたデザインは、今後の

下京東洞院

ROVER ARCHITECTS

中
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