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エントランス

意匠性と機能性を高めた
オフィスづくり。
不動産関連の事業を展開する株式会社ジャパンレントアシストコーポレーション様のご
要望にお応えし、来客スペースをゆとりある空間へリニューアル。床全体をリズミカルな
デザインでコーディネートし、エントランス部には湿気や臭いの吸収に優れた調湿壁（エ
コカラット）を採用しました。オレンジ色の正面パネルと白い調湿壁、カラフルな床など
意匠性と機能性を高めて、来訪者に居心地のよさをお届けします。また、応接室の造作
にもこだわり、間仕切りに木目シートを用いて空間に格調高い雰囲気を演出しています。

【株式会社ジャパンレントアシストコーポレーション】

case 01

Contents 株式会社ジャパンレントアシストコーポレーション｜05



学生たちが楽しく効率よく
専門性を究めるための空間に。
富山調理製菓専門学校と富山リハビリテー
ション医療福祉専門学校の新校舎建設に
伴い、機能的でデザイン性にも優れた什器
をご提案。調理や医療を学ぶ学校にふさ
わしく、清潔で、楽しく、効率よく授業に
取り組める空間を創造しました。学生一人
ひとりの才能と可能性をどこまでも引き出
すこの環境から、数多くのプロフェッショ
ナルが社会の第一線へと羽ばたきます。

【学校法人青池学園】

case 02

図書室

普通教室
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実習レストラン

Contents 学校法人青池学園｜07



サンワ株式会社様は人材紹介・技術者派遣という業務内容から、1 日に多くの方々が訪れる会社です。そこでエントランスに
は、木目調の素材やアクセントカラーのライトグリーンを採用し、来訪者のみなさまを明るく温かみのある雰囲気でお迎えす
る空間に仕上げました。また、執務スペースは面談室や研修室の使用人数、必要個数があらかじめ決まっており、動線に配
慮しながら使い勝手のよいプランに仕上げました。

【サンワ株式会社】

case 03

エントランスオフィス

提案資料 1 提案資料 2

一人ひとりが快適で使い勝手のよい
カラーコーディネートと動線を計画。
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Contents サンワ株式会社｜09
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case 04
エントランス

企業の個性を
エントランス
空間に表現。
自然エネルギーを使用した商品の企画・開発・製造・販売、
さらには次世代新エネルギーの開発を行うDSJホールディ
ングス株式会社様のご要望にお応えし、エントランスのリ
ニューアルをご提案。吹き抜けのトップライトを取り入れた
空間に、ロゴサインを大きくデザインしたスタイリッシュな
カウンターを設計し、次代の環境を考える同社にふさわしい
明るく爽やかなイメージに仕上げました。

【DSJ ホールディングス株式会社】

Contents DSJ ホールディングス株式会社｜11



店内の配置を変え、
より機能的に改装。
展示スペースの拡 大と接客カウンターの増台を目的に、ドコモ
ショップ 三ノ輪店様をリニューアルすることとなりました。そこで、
既存カウンターの位置を左右逆転して事務所部分を縮小し、ロビー
スペースと連続性をもたせながら展示スペースを拡大させました。
さらに、アクセサリーコーナーや体験コーナーなど店舗機能の充
実を計り、スタッフの方からもお客様からも喜びの声をいただい
ています。

【ドコモショップ 三ノ輪店】

case 05
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Contents ドコモショップ 三ノ輪店｜13



コンパクトな
店舗を工夫して
開放感を創造。
ショッピングモール内に店舗を構えるドコモショップ南千住
店様が全面改装を実施。そこでナイキでは、接客カウンター
の増台と体験コーナーの充実、さらには相談予約システム
の設置にまつわる什器関連をお手伝いしました。全体的に
コンパクトな店舗であるものの、高い天井と大きな窓面を活
かしてプランニングすることで、ゆとりと開放感のある店舗
に仕上げました。

【ドコモショップ 南千住店】

case 06
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Contents ドコモショップ 南千住店｜15



case 07

東京システムセンターの開設を
トータルサポート。

【アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社】

木目調の壁面にアイキャッチとしてグリーンパネルとステンレスサインを組み合わせた受付スペースをデザイ
ン。来訪者を落ち着いた雰囲気でお迎えするとともに、壁面に経営理念を記してさりげない企業PRを盛り
込んでいます。また、執務スペースは個人の集中作業とコミュニケーションを両立させた空間を創造しました。
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Contents アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社｜17



企業理念をイメージしたサークルをタイルカーペットで表現

上部ボックスタイプのテーブルは収納量たっぷり
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フリーアドレスタイプの執務室

Contents アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社｜19
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各空間をコンセプトに
沿ってデザイン。
福西電機株式会社様が中京地区でのビジネス拡大のためにオフィスの移転を計画。
そこでナイキでは「働きやすさ」「コミュニケーションのしやすさ」「将来への変化対
応」をコンセプトに空間デザインをご提案しました。オフィスに一歩入れば、格子を
アレンジした造作壁に掲げたロゴサインが印象的なエントランスが来訪者を優しくお
出迎え。また、ワーカーの自然な出会いと交流を育むレストルーム、品格ある会議
室など、各空間の使用目的に合ったデザインと機能性をプランニングしています。

【福西電機株式会社 名古屋オフィス】

case 08

格子をアレンジしたエントランス

休憩から打ち合わせまで利用できるレストルーム

｜21Contents 福西電機株式会社 名古屋オフィス｜21



社内のコミュニケーションを育むマグネットスペース
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間接照明を採用した品格ある応接室

ガラスパネルで開放感を演出した来客会議室

｜23Contents 福西電機株式会社 名古屋オフィス｜23



case 09

オリジナル性を重視した
ショールームが完成。

【ジェントス株式会社 大阪支店】

日本でトップシェアを誇るLEDライトメーカーであるジェントス株式会社様。ナイキで
は大阪ショールームのデザインから設計、施工までを担当しました。拠点ごとのコン
セプトに沿ったオリジナル性を表現するため、部屋全体をアール形状で構成。天井に
浮かぶ大きな雲形照明、商品が映えるように展示できる特注家具の製作などを通して、
インパクトのある空間を実現しました。
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｜25Contents ジェントス株式会社 大阪支店｜25



提案資料
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商品展示用に特注家具を製作

｜27Contents ジェントス株式会社 大阪支店｜27



提案資料 1

提案資料 2（イメージパース）

木目の向きや色の組み合わせで
洗練されたエントランスを創造。
オープンソースを活用したシステム構築やクラウドを用いたアプリケーションの提供などを手がけるシンキング
リード株式会社様。エントランスを設計するにあたり、ウッディな素材感で統一しながらも木目柄の向きや色の
組み合わせに工夫して、IT 企業ならではの洗練されたイメージを創造しました。

【シンキングリード株式会社】

case 10
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｜29Contents シンキングリード株式会社｜29



上下昇降テーブルを採用したミーティングスペース
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ベンチテーブルを用いた
ユニバーサルデザインに。
東京貿易エンンジニアリング株式会社様の執務スペースをリニューアルするにあたり、
ベンチテーブルを用いたユニバーサルデザインを採用。昇降する天板を備えたワゴン
は、サイドテーブルとなってデスクサーフェスを広げます。また、ミーティングテーブル
は昇降タイプをレイアウト。天板を上げれば立ったままの姿勢でミーティングができ、
活気あふれる会議運営に貢献します。

【東京貿易エンジニアリング株式会社】

case 11

｜31Contents 東 京貿易エンジニアリング株式会社｜31



コンパクトなオフィス空間の中に、
使いやすさと快適性を両立。
トピー実業株式会社様では工場敷地内に位置する小規模オフィスの老朽化に伴い、全面的な改装を計画されていました。そこでナイキでは従来のオフィス機能
に、コミュニケーションワークの要素を加えたプランをご提案。レイアウトはあえてデスクスペースを最小限にし、ミーティングコーナーとコミュニケーションコー
ナーを設けました。また、内装イメージを一新し、これまでの単なる仕事場の雰囲気を払拭した温かみのあるインテリアで統一。さらにコンパクトなスペース
に適した最新のオフィス家具を採用し、使いやすさと快適性を両立させています。

【トピー実業株式会社 豊川営業所】

case 12
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提案資料

ミーティングコーナー

コミュニケーションコーナー

｜33Contents トピー実業株式会社 豊川営業所｜33



世界最大級のホイールメーカー・トピー工業を有するトピーグループの専門商社、ト
ピー 実業株式会社様。金沢営業所のリニューアルにあたり、「エントランス」「コミュ
ニケーションエリア」「オフィス」が自然に繋がるプランをご提案しました。その際、
金沢が誇る歴史や古い町並み、伝統工芸などの配色やかたちをモチーフにした空間
デザインを計画。また、会議室は密閉性を保ちながら閉塞感を考慮し、上部をガラ
ス窓にしました。金沢営業所にふさわしいオフィスに生まれ変わったとお喜びいた
だいています。

古都金沢を彩る配色や
かたちをモチーフにした
オフィスに。

【トピー実業株式会社 金沢営業所】

case 13

コミュニケーションエリア
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｜35Contents トピー実業株式会社 金沢営業所 ｜35



川田グループ様は、インフラ事業を取り扱う業界のトップランナーとして、鋼橋・PC 橋梁、特殊構造
物・超高層ビルにおける工場製作から建て方工事まで広く展開されています。ナイキでは同グループの
川田工業株式会社様・川田建設株式会社様のオフィス・リニューアルにあたり、100年近くの伝統を持
ちながらも常に先進性を取り入れる企業イメージに沿って、洗練されたエントランスを計画。また、執
務スペースにはグループカラーを随所に用い、爽やかで気品のある内装として整えました。

グループカラーを取り入れた
空間づくりをご提案。

川田建設（エントランス）

応接会議室 オフィス

【川田工業株式会社・川田建設株式会社】

case 14
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川田工業（エントランス）

｜37Contents 川田工業株式会社・川田建設株式会社｜37



「集中とリラックス」をコンセプトとした、株式会社クアーズ様のサ
テライトオフィス開設をナイキがサポート。エンジニアが集中する
作業ブースとアイデアを出すエリアを巧みにミックスさせて、コミュ
ニケーションが取りやすいオフィスづくりを目指しました。インテリ
アはコンクリートと木目調を融合させ、硬質でありながらもホッと
落ち着ける空間を創造。レイアウトにも少し余裕をもたせ、ワーカー
のみなさまが気分や目的に合わせてさまざまな場所で仕事できるよ
うに設計しています。

case 15

【株式会社クアーズ】

「集中とリラックス」を
コンセプトに空間づくり。
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提案資料 1

提案資料 3

提案資料 2

｜39Contents 株式会社クアーズ｜39



提案資料 4
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気分や目的に合わせて働く場所やデスクを選べるオフィス空間

｜41Contents 株式会社クアーズ｜41
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入口

設計コンセプトは、
まごころに溢れる空間。
メガネストアーグループとして首都圏、関東甲信越地方、関西地方に200を超える
店舗を展開する株式会社アイ・トピア様。「まごころに溢れる空間を創っていく」こ
とをコンセプトに、統一感のある内装をご提案しました。まず、自社ビルの特性を
活かしながら、店舗ファサードを計画。さらに、エントランスのサイン類、オフィス
動線、そして執務スペースの細部に至るまで、快適性・機能性を高めた心地いい空
間をかたちにしています。

ミーティングスペース

【株式会社アイ・トピア】

case 16

｜43Contents 株式会社アイ・トピア｜43



壁面素材や照明にこだわり、
気品高いエントランスに。
不動産ビジネスを展開する株式会社ウィルレイズ様のエントランスを担当しました。壁面には天
然石材をあしらった細いボーダー状のタイルを使ってシャープな雰囲気に。サイン部はそのタイ
ルに埋もれないよう存在感を出すため、大理石調のシートをバックにして柔らかな印象を与え
る電球色の間接照明を採用。来訪者に向けて、企業の信頼を印象付ける気品高い空間を創出し
ました。

【株式会社ウィルレイズ】

case 17
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提案資料 1 間接照明

｜45Contents 株式会社ウィルレイズ ｜45
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休憩室

オフィス

食堂

事業のイメージにあった
インテリアを構築。
ハウス内に温度、湿度、二酸化炭素濃度をコンピューターで制御する技術を導入し、
先進的なトマトの水耕栽培を行う高知県の次世代施設園芸団地。ナイキでは、この事
業に取り組む有限会社四万十みはら菜園様、株式会社ベストグロウ様、四万十とまと
株式会社様の3社で構成されたオフィスづくりをお手伝いしました。インテリアは事業
のイメージに合わせ、ビタミンカラーを用いてコーディネート。エントランスには来訪
者の心を捉えるサイン計画を施したほか、オフィスや食堂、休憩室には機能性と居心
地のよさを兼ね備えた家具をレイアウトしました。

【次世代施設園芸高知県拠点 集出荷施設】

case 18

｜47Contents 次世代施設園芸高知県拠点 集出荷施設｜47

四万十トマト株式会社

有限会社四万十みはら菜園・株式会社ベストグロウ



格調ある空間づくりで、
信頼性をアピール。
首都高速道路の「より安全・より安心」を守るため、維持管理業務に努める首
都ハイウェイサービス株式会社様。エントランスは木とレンガ調の造作部材を
用いて落ち着いたイメージにまとめ、同社の信頼性を表現しました。また、執
務スペースには各空間にふさわしい機能とグレードを備えた家具をチョイスし、
ゆったりと快適で働きやすい環境を創り出しています。

役員室

エントランス

【首都ハイウェイサービス株式会社】

case 19
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オフィス

｜49Contents 首都ハイウェイサービス株式会社｜49



多様な柄を取り入れ
ながらも、すっきりとした
空間が誕生。

LED照明・ランプ・光環境技術をお届けする岩崎電気株式会社様。福岡営業所の新社
屋移転に伴い、エントランスデザインと什器をご提案しました。サインボードが印象
的なエントランスは、白を基調にリブ材で立体感を創造。周りのローパーティション
の柄も、リブ材に合わせて統一感を持たせました。また、アクセントにコーポレート
カラーのブルーを用いて清潔感を演出。多様な柄を取り入れながらも、すっきりとし
た空間になりました。

【岩崎電気株式会社 福岡営業所】

case 20

オフィス

エントランス
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ミーティングスペース

｜51Contents 岩崎電気株式会社 福岡営業所｜51
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応接室

造作棚（エントランス）

提案資料（イメージパース）

素材感のあるマテリアルで、
空間に様々な表情を創出。
ユニットハウスやトランクルームなど建設用設備器材の製造販売を展開する三協フロンテア株
式会社様。ナイキでは、企業様が創業当時から受け継がれてきた「フロンテア・スピリッツ（開
拓の精神）」を表現するため、何ものにも染まらない白を基調としたベンチやカラーガラスを
用いてエントランスを計画しました。メタルやレザー、ガラスなど素材感のあるマテリアルで各
空間に様々な表情を創り出し、来訪者に清潔感と信頼を与えるデザインに仕上げています。

【三協フロンテア株式会社】

case 21
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職員室

体育館 図書室

学校内の家具を
まるごと
コーディネート。
中学校 2校、小学校 3校が統合し、町内すべての児童・
生徒が通うマンモス校となった茨城県稲敷郡河内町立
かわち学園様。職員室から図書室、美術室、パソコン室、
音楽室、家庭科室、体育館まで、空間ごとにシンプル
でありながら、教職員、児童・生徒の使い勝手を考え
た家具をコーディネートしました。

【茨城県稲敷郡河内町立かわち学園】

case 22
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家庭科室

美術室

パソコン室 音楽室
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「食事を摂る空間」から
「多目的な空間」へ。

日本車輌製造株式会社様の食堂をご提案するにあたり、設備や家具、内装のしつ
らえを整えることで、情報共有やミーティング、来客応対などさまざまな目的に対
応する空間を目指しました。工場内の食堂ということで、特に耐久性やメンテナン
ス性に考慮した家具をセレクト。床の貼り分けは空間のアクセントになるとともに、
動線やレイアウトのガイドにもなっています。

【日本車輌製造株式会社 衣浦製作所（食堂）】

case 23
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株式会社 ZOZO様の物流拠点として ZOZOBASEつくばを新
設されるにあたり、ロッカー室の設計・施工をお手伝いしま
した。ロッカーはすべてコーポレートカラーに合わせて別色
ブラック塗装に。また、セキュリティの高いディンプルキー
を採用しました。さらに、ロッカー上部に荷物を置かれない
ように、三角屋根を設置。デザイン性を損なわず、スタイリッ
シュなスペースになりました。

case 24

【ZOZOBASEつくば】

お客様の多様なご要望に、
別製ロッカーで対応。
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ロッカー上部に三角屋根を設置 セキュリティの高い錠前を採用

コーポレートカラーに合わせた別色ブラック塗装

｜59Contents ZOZOBASE つくば｜59



お客様相談室 0120-711-021  https://www.naiki.co.jp/

本 社 〒541-0054　大阪市中央区南本町4-5-7　東亜ビル
TEL.06-6244-9811　FAX.06-6245-3907

東 京 支 社 〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1-11-12　JPR日本橋堀留ビル
TEL.03-5847-1980　FAX.03-5847-1217

中 部 支 店 〒464-0850　名古屋市千種区今池4-1-29　ニッセイ今池ビル
TEL.052-732-1575　FAX.052-732-3966

九 州 支 店 〒811-0124　 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目3番20号
TEL.092-963-2090　FAX.092-963-0725

仙 台 営 業 所 〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町1-5-16　SEビル
TEL.022-212-1433　FAX.022-212-1441

新 潟 営 業 所 〒955-0092　新潟県三条市須頃1-42
TEL.0256-33-1041　FAX.0256-33-1190

北関東営業所 〒330-0843　埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目44番地　吉敷町スクエアビル
TEL.048-657-2515　FAX.048-657-2516

横 浜 営 業 所 〒231-0058　神奈川県横浜市中区弥生町二丁目15番地1　ストークタワー大通り公園III
TEL.045-251-0255　FAX.045-251-0256

彦 根 営 業 所 〒521-1114　滋賀県彦根市彦富町773-1
TEL.0749-43-6951　FAX.0749-43-6953

広 島 営 業 所 〒730-0806 　広島市中区西十日市町9-9　広電三井住友海上ビル
TEL.082-233-9275　FAX.082-293-0309

高 松 営 業 所 〒760-0017　香川県高松市番町2-17-15　第二讃機ビル
TEL.087-822-2040　FAX.087-822-2440

1911-0020-S①


