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ナイキならではの提案の数々を盛り込んだ、
ワンランク上の空間づくりをご覧ください。

日本のオフィスの約9割がスタッフ数100人までの、いわゆる“100人オフィス”です。

そこで、私たちはこのような規模の事業所を中心に、組織や個人の創造性を

最大限に発揮する空間を短納期・リーズナブルな予算でご提案してきました。

さまざまな工夫に満ちたプランニング、そして仕上がりの美しさなど、

ナイキならではの“オフィス ノ カタチ”をぜひ納入事例で実感してください。
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心華やぐ
楽しい社員食堂。

静岡の老舗菓子店として知られる株式会社うなぎパイ本舗様の大久保工場が食堂を改修されることとなり、

そのプロジェクトの一員として参加させていただきました。ランチタイムは社員のみなさまにとって、1 日の

中でもっとも楽しみな憩いの時間。そこで、“ 社員全員が心華やぐ空間 ” をテーマに、多人数席、ソファー席、

変形テーブル席などいろいろな人数での利用に対応したレイアウトを計画しました。天井にはカラフルなペ

ンダントライトとコーディネートした、壁面植栽や人工樹木を配し、空間に楽しさと安らぎを演出しています。

CASE 01
株式会社うなぎパイ本舗　大久保工場

http://www.unagipai-factory.jp（2016 年 2 月ホームページより）

株式会社うなぎパイ本舗

株式会社うなぎパイ本舗　大久保 工場
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入社希望者に
好印象を与える
フロア。

KSK　日本橋技術センター様の都心部拠点において、面接室とオフィスを併用した “ 人材採用のためのフ

ロア ” を新設しました。「企業の顔となるエントランス部のデザインをイメージ良く」とのご要望に応え、

壁面にカーブを取り入れて洗練された柔らかなイメージと自然な動線を創造し、ライティングでモダンな

雰囲気を演出しました。また、ガラス面の通路に面した部分を面接室として配置。内側の窓のない部分

をオフィスとしましたが、ガラスを効果的に用いることで圧迫感のない空間を作り上げました。

CASE 02
株式会社 KSK　日本橋技術センター

株式会社 K SK　日本 橋技術センター
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8 CNTENTS 株式会社ケイグランデ

一人ひとりが集中できる
執務空 間を実現。

画像監視ソリューションを提供されるケイグランデ様のオフィスの拡張移転をお手伝いしました。エント

ランス空間は、コーポレートカラーの “ ブルー ” を採用したプランを CGでいくつか提案したうえでデザ

インを決定。オフィス空間はデスクトップパネルで個々のワーカー空間を仕切り、一人ひとりが集中して

作業を行えるレイアウトを採用いただきました。いずれも満足度の高い空間に仕上がったと高い評価を

いただきました。

CASE 03
株式会社ケイグランデ
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株式会社メディアフォース

職種ごとの利便性を
考えて、
オフィスを改装。

システムインテグレーションのサービスを行うメディアフォース様が、オフィスを移転され

ることとなりました。そこで職種により異なる家具を用いて、それぞれのワーカーに適した

空間づくりをご提案しました。フロアごとの見映えがほぼ同じであるため、自分がどこにい

るのかをわかりやすくするために各階のイメージカラーを決めてコーディネート。古くなっ

た照明設備の交換や空調機器の増設なども行い、ドアの鍵交換など通常のオフィス移転

では行われないところまでトータルに手がけました。

CASE 04
株式会社メディアフォース
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お菓子を
イメージした
カラフルな内装に。

お菓子の卸売りや直営店を展開される吉寿屋様が、本社を改装されることとなりました。

そこで、受付の時点からお客様への感謝の気持ちを表現できるように、会長様の書体

による「ありがとうございます」のサインを配置。さらに、待合室はカラフルなチョコレー

トを連想させる丸みのある家具と円形にカットしたカーペットを散らばせて、待ち時間

も楽しく過ごせる空間に仕上げました。また、会長様のご意向で、会社に携わってこら

れた先人の方々の御芳名を奉納し、社員のみなさまや来訪者の方々が閲覧できる特注

の収納家具も設計しています。

CASE 05
株式会社吉寿屋

13CNTENTS株式会社吉寿屋



株式会社関西マツダ　堺北店

次世代
「提案型ショールーム」
を創造。

関西マツダ　 堺北店様のコンセプトは、今後のマツダショールームの方向性を示す「提案型

ショールーム店舗」です。そこでナイキでは建築段階からプロジェクトチームに参画し、従来

のショールームにとらわれないレイアウト・配色をご提案しました。事務用のデスクは大型テー

ブルでフレキシブルに活用でき、接客カウンターはサイドパネルを設けてプライバシーを確保。

また、空間全体を彩る重厚な木目柄の配色が、マツダショールームのブランディング戦略を

高めます。

CASE 06
株式会社関西マツダ　堺北店
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株式会社日本データコントロール　関西支 店16 CNTENTS



株式会社日本データコントロール　関西支 店

美しく、モダンで、
居心地のよい空間づくり。

執務室からミーティングルームまで、日本データコントロール様のオフィスづくりをトータルにお手伝い

しました。特にこだわったのが、白を基調としたエントランスロビーです。スチール、塗り壁、立体感の

あるレリーフ調のブロック材、大理石のカウンター、メタリックな社名サイン、さらにはガラスと、異な

る材質を連続的に設えたうえで、暖かみのある色温度の低い照明で演出することで素材感の違いをさ

りげなく主張させました。シンプルでありながらリズミカルに表現したこの壁は企業理念である真心も

感じさせ、居心地のよい空間に仕上がっています。

CASE 07
株式会社日本データコントロール　関西支店
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マツモト産業株式会社

自社ビルの各フロアを
トータル提案。

自社ビルの購入に伴い、数拠点を本社ビルに統合されることになったマツモト産業様。そ

こで、事務室から応接室、更衣室、会議室、役員室までトータルに使いやすいオフィス家

具をご提案いたしました。各拠点のご担当者様と綿密な打ち合わせをくり返し、フロアごと

に使いやすさを重視したレイアウトに仕上がっています。特に、ニッチライティングが印象

的な総合受付が、企業のイメージアップにつながるとご好評をいただきました。

CASE 08
マツモト産業株式会社
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ドコモショップ足立店

決められた仕様の中で、
独自性を追求。

ドコモショップ足立店様では前回の改装から数年が経ったため、今回もナイキが初期のプランニングか

ら工程面までプロジェクトマネジメントを手がけさせていただくこととなりました。そこで、壁と天井のク

ロス貼り換え、照明器具の全面 LED 化、床カーペットの貼り換えとバリアフリー用スロープの設置、新

型什器の搬入など、ほぼすべての機能を全面的にリニューアル。ドコモショップの標準仕様を踏襲しな

がらも、足立店様のご要望を取り入れた快適で機能的な空間に仕上がり、大変お喜びいただけました。

CASE 09
ドコモショップ足立店
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ドコモショップ足立店 21CNTENTS
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ジェントス株式会社

先進性を表現した
ショールーム併設オフィス。

国内トップシェアを誇る LE Dライトメーカーであるジェントス様。今回は社屋移転に伴い、各種ハンディライト

のプロダクトを展示する本格的なショールームスペースをオフィスに併設されることとなりました。プロジェクト

コンセプトは、「商品展示」と「プレゼンテーション機能」を兼ねてブランドイメージをアピールできる空間づ

くり。デザインは白と黒のコントラストと同社商品で印象的に用いられる赤が映えるカラー構成を基本とし、全

体的に先進性を打ち出したシャープなイメージで空間をまとめました。

CASE 10
ジェントス株式会社
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ポップリベット・ファスナー株式会社　栃木営業 所24 CNTENTS



新築戸建て物件を、
多機能型オフィスに。

米スタンレー ブラック & デッカーグループの一員であるポップリベット・ファスナー様。主に自動車関

係の重要パーツのメーカーとして、その確かな技術力とブランドイメージをアピールできるように、イノベー

ションセンターやセミナールームなど多様な機能を備えたオフィスをプランニングしました。なかでも多

くのゲストを招くセミナールームは間仕切りがフルオープンになることで、イノベーションセンターと一体

感を生み出す工夫を施しています。

CASE 11
ポップリベット・ファスナー株式会社　栃木営業所

ポップリベット・ファスナー株式会社　栃木営業 所 25CNTENTS
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斜めに配したデスクなど 
躍動感溢れる空間。

新社屋に移転されることとなった増田禎司商店様からは、“ 斬新なオフィスレイアウトを ” とのご要望を

いただきました。そこでナイキでは３つのレイアウトプランをご提案し、そのなかからフリーアドレスデス

クを斜めに配置したプランをご採用いただきました。デスクは斜めに配しながらも、デットスペースを作

らないようレイアウトにひと工夫。さらに、ミーティングコーナーには「YAGURA」を用いて空間のポイ

ントとなるように演出するなど、斬新で躍動感のあるオフィスになりました。

CASE 12
株式会社増田禎司商店

株式会社増田禎司商店 27CNTENTS



田中電気株式会社28 CNTENTS



100余名全員が
使いやすい空間をデザイン。

業務用無線をはじめとする電気・通信関連事業を展開されている田中電気様が、本社オフィスをリニューアルされること

になりました。260坪あまりもの空間がありながら柱間が狭いというビルに、100余名のワーカーのデスクを配置。その際、

動線を整理・工夫することで、お一人おひとりの使い勝手を向上させました。また、ミーティングスペースをゾーニングの

際に集中化させ、来客者の不要な立ち入りを防ぐ工夫を凝らしました。“ 快適かつ機能的になった ” と、大変ご満足いた

だいています。

CASE 13
田中電気株式会社

田中電気株式会社 29CNTENTS



ドコモショップ北千 住 店

利便性を高める
全面リニューアルをご提案。

約10 年前にオープンしたドコモショップ北千住店様では、今回マニュアル改正に伴って全面リニューアルを行うことになり

ました。都内屈指の規模を誇る同店では、受付カウンター数をさらに増やして顧客の利便性向上をめざすとともに、アク

セサリー販売や各機種の体験コーナー、キッズコーナーの設置などサービス面の充実を図りました。ナイキではプランニ

ングから内装設計・施工、什器製作・調達まで全面的に手がけ、高い評価をいただいています。

CASE 14
ドコモショップ北千住店
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伊藤忠エネクス株式会社　北日本支 店32 CNTENTS



伊藤忠エネクス株式会社　北日本支 店

気品高く、
開放感に満ちた空間に。

ナイキではプロジェクトマネージャーとして、伊藤忠エネクス様の移転を全面的にサポートしました。まず、

受付スペースは意匠性の高いリブ材を壁面に施し、清潔感のある白をベースに木目の意匠壁やブラウン

の扉をアクセントとして採用することで洗練されたイメージを演出しました。執務室には複数の関連会社

が同居するため、収納庫やミーティングスペースをデスク間に配置することによって適度な距離感を保て

るように工夫。また、会議室の通路スペースは閉塞感を与えないように全面ガラスのパーティションを設

え、開放感を生み出しています。

CASE 15
伊藤忠エネクス株式会社　北日本支店
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会計事務所サンタックスオフィス

趣のあるエントランスが
ゲストをお出迎え。

会計事務所サンタックスオフィス様のオフィスリニューアルに際し、エントランスからミーティングルームま

でトータルにプランニングしました。特にゲストをお迎えするエントランス空間は、会社のイメージを左右す

る大切な空間。そこで、黒の壁面に濃淡をつけた格子状の装飾を施し、独特の風合いを演出しました。こ

の壁面はエレベーターホールからの動線では死角となるため、照明によって浮かび上がるサインと相まって、

訪れた方のみ見ることができる特別な空間となっています。

CASE 16
会計事務所サンタックスオフィス

34 CNTENTS
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Honda Cars 瑞 浪　穂並店36 CNTENTS



Honda Cars 瑞 浪　穂並店

華やかさと賑やかさを
インテリアで演出。

Honda Cars 瑞浪　穂並店様のリニューアルにあたり、展示車のグレード感やイメージを邪魔

しないようにカウンターやブース席の造作を極力シンプルにデザインしました。造作家具はダー

クな木調に白をあわせて、モダンで格調のあるカウンターとサイドボード内蔵のブース席を造り、

商談席にさし色として赤色のチェアーを配置。来店者をおもてなしする華やかさと賑やかさを

表現するインテリアカラーを意識して、トータルコーディネートを行いました。

CASE 17
Honda Cars 瑞浪　穂並店

37CNTENTS
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OAG 税 理士法人

税務会計事務所の
“品”と“格”を空間に表現。

OAG 税理士法人様の新しいオフィスづくりを担当させていただきました。エントランスは全体を白く軽やか

な印象にし、受付部分をダークウッドと細く直線的なステンレスのラインで引き締めています。企業カラー

である赤をアクセントに使うことで堅過ぎず、しかし上質なイメージを大切にしました。執務スペースは白を

基調とした什器にグリーンの張り地のチェアーを組み合わせ、収納庫の木目天板とともに明るいイメージに

まとめ上げました。全体を通してメリハリのある空間となっています。

CASE 18
OAG 税理士法人

39CNTENTS



サコス株式会社40 CNTENTS



サコス株式会社

広 と々した空間に、
ナイキのアイデアが満載。

建設機械のレンタルを展開されるサコス様が、機能集約をテーマに自社社屋をリニューアルされることとな

りました。ナイキでは平面プランから内装の全面リニューアル、新規什器までトータルに担当。広々としな

がらも効率的な執務空間や機能的な収納スペース、さらには格調高いカーペットや壁紙など、通常のテナ

ントオフィスでは全面改修が難しいところも自社社屋ならではの思い切ったご提案ができました。

CASE 19
サコス株式会社
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薬療開発株式会社42 CNTENTS



薬療開発株式会社

自然をイメージした
エントランス空間を創造。

薬療開発様からは、エントランスの内装デザインと設計の依頼をお受けしました。オーガニック食材や健康

補助食品の企画・開発・販売を手がけられるお客様のため、清潔感とともに自然な空間を演出。壁面は天

然石さながらの風合いと陰影が映える白いタイルを全面に施し、商品を展示する木棚は突板で仕上げるな

ど、ナチュラルな素材感を大切にしたエントランスに仕上げました。ゲストの印象に残る空間にするため、

床面にはランダムなテクスチャ―が目にとまるタイルカーペットをセレクトしています。

CASE 20
薬療開発株式会社

43CNTENTS



お客様相談室  0120-711-021
ホームページ  http://www.naiki.co.jp/
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TEL.0256-33-1041　FAX.0256-33-1190

〒336-0017	 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目33番8号　田口ビル
TEL.048-871-0711　FAX.048-871-0733

〒521-1114	 滋賀県彦根市彦富町773番地の1
TEL.0749-43-6951　FAX.0749-43-6953

〒730-0806	 広島県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

〒760-0017	 香川県高松市番町2丁目17番15号　第二讃機ビル
TEL.087-822-2040　FAX.087-822-2440


