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3Fコミュニケーションスペース 3Fコミュニケーションスペースから会議室A・Bを見る

3Fコミュニケーションスペースからエントランスを見る

3Fエントランスから会議室A・Bを見る 3Fエントランスからコミュニケーションスペースを見る

設 計 デ ザ イ ナ ー レ ポ ー ト
　2階のオフィススペースにおいては、社員の皆様が集中して作業
を行えるようスペースにゆとりのあるレイアウトとしました。立っ
て作業をするほうが作業しやすくかつ集中できる方のために昇降式
のデスクも設置しました。また、コミュニケーションスペースでは、
カフェのような落ち着いた空間で、作業や会話がおこなえるような
デザイン空間を演出しています。
　3階においては、来訪者を迎えるエントランスホールを設け、そ
こからコミュニケーションスペースへと入り、ラグジュアリーな空
間で打合せや対話ができるような計画としました。そして、コミュ
ニケーションスペースから3ヵ所の会議室にアクセスでき、プライ
ベート感のあるハイセンスな空間で商談等の重要な打合せが可能な
個室も設けています。さらに、このフロアでは、社員の方が気分を
変えて仕事をしたり、皆様が集ってコミュニケーションを図れる場
としても活用できる多様性のあるデザイン空間を演出しました。
設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）一級建築士事務所/

新福 貴法

設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）一級建築士事務所/新福 貴法

ソフトウェア開発

仕事も会話も夢中になれるオフィス空間

株式会社オークン
2階：執務室
3階：会議室/ゲスト用スペース
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OFFICE DATA

会社名 株式会社オークン
業種 情報サービス業

施設名 2階：執務室/3階：会議室/ゲスト用スペース
業種 ソフトウェア開発
創業 2015年3月23日
住所 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目５－２

受付3階 高麗橋ウエストビル 2階/3階
TEL 06-6949-9277
規模（FLOOR） 2階52.05坪/3階39.28坪
URL https://o-kun.com/
代表 代表取締役/山下 亮
社員（STAFF） 社員25名、インターン1名
目的 セキュリティ強化、人員増加に伴う執務フロアの

拡大、リフレッシュスペースを配置、コミュニケー
ションが盛んになる環境

採用情報 自社採用ページ：https://o-kun.com/career/
Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/o-kun

INTERIOR DATA

施工種別 新装工事
立地 複合ビル２・３Ｆ
竣工日 令和３年６月
施工期間 ２ヶ月
フロアー面積 ２階：172.07㎡（52.05坪）/３階：129.85㎡（39.28坪）
設計・デザイン 株式会社De´plas+（ディープラス）

一級建築士事務所/新福 貴法
プロジェクトマネージャー 新福 貴法
デザイナー 新福 貴法
施工 株式会社De´plas+（ディープラス）

一級建築士事務所
照明 louis poulsen、ENDO、DAIKO、MAXRAY、Luci
グラフィック 株式会社De´plas+（ディープラス）

一級建築士事務所、ART SPACE NUI
撮影（カメラマン） shimphoto

MATERIAL DATA

サイン スチール切り文字/アクリル切り文字/
IROMIZUデザイン貼り

床 OAフロアの上タイルカーペット・塩ビタイル貼り
壁 LGS+PB下地の上タイル張り・シート貼り・クロス

貼り/スチール枠+強化ガラス/一部壁面アート
仕上げ

天井 LGS+ソーラトン下地の上AEP塗装仕上げ/
下がり天井：LGS+PB下地の上シート貼り

家具・什器 造作ソファ：メラミン化粧板仕上げ・レザー張り/
カウンター・テーブル等：メラミン化粧板仕上げ・シー
ト貼り

照明器具 コードペンダント・テーブルランプ（louis poulsen）

事務所
スペース

コミュニケーション
スペース

エントランス

サーバー
ルーム
倉庫

ENT

コミュニケーション
スペース

会議室

会議室

エントランスホール
大会議室

ENT

087086

株式会社オークン　2階：執務室　3階：会議室/ゲスト用スペース

2Fオフィス

2Fオフィス

3Fエントランス

2Fコミュニケーションスペース

3F大会議室からコミュニケーションスペースを見る

3階2階

　2 階の執務室は「働きやすい環境を作る」を最優先に考慮し、可能な
限り大きいデスクを設置しました。スタンディングデスクも複数設置し
ており、打ち合わせや、少し気分を変えたい際に移動するだけでリフ
レッシュ効果にも繋がります。
　3 階は、会議室・ゲスト用スペースとして、高級感のある空間を実現
しました。独立した会議室が 3 部屋あるため、複数の打ち合わせを同
時に行うことが出来ます。コントラストのあるオレンジとネイビーを基
調にモダンな空間になっており、室内全体のダウンライトからは温かみ
が感じられるためリフレッシュスペースとしても利用可能です。

株式会社オークン
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エントランスからミーティングルームを見る

設 計 デ ザ イ ナ ー レ ポ ー ト
　エントランスとミーティングスペースを仕切る壁をガラスとすることで、開放感の
ある空間としました。また、エントランスとミーティングスペースを仕切るガラス壁
を斜めに区画し、壁やテーブルには間接照明を埋め込み、ミーティングスペース奥の
壁面を黒のカラーガラスとすることで、視覚的に奥行き感があり、居心地も良いハイ
センスな空間になっています。さらに、空間デザインとして、ガラスやステンレス鏡
面等の高級感ある素材と和モダンな素材を上手く融合させ、アクセントにデザイナー
ズ照明を設置することで、来訪者や社員の皆さまのモチベーションが上がるような高
級で美しい光の空間を演出しました。

設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）一級建築士事務所/新福 貴法

設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）一級建築士事務所/新福 貴法

不動産業

「和」と「洋」と「光」が融合したオフィス

サカグチホールディングスパートナーズ
株式会社
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OFFICE DATA

会社名 サカグチホールディングスパートナーズ株式会社
業種 不動産業

創業 2007年8月
住所 福岡県福岡市中央区
TEL 092-739-0880
規模（FLOOR） 25坪
URL http://ｗｗｗ.ｓｈｐ9999.ｊｐ
代表 坂口 洋介
社員（STAFF） 社員20名　
目的 テレワーク、在宅勤務可能型オフィス
採用情報 随時

INTERIOR DATA

施工種別 新装工事
立地 複合ビル４Ｆ
竣工日 令和３年６月
施工期間 1ヶ月
フロアー面積 82.65㎡（25坪）
設計・デザイン 株式会社De´plas+（ディープラス）一級建築士事務所/

新福 貴法
プロジェクトマネージャー 新福 貴法
デザイナー 新福 貴法
施工 株式会社De´plas+（ディープラス）一級建築士事務所
照明 louis poulsen、ENDO、FKK
グラフィック 株式会社De´plas+（ディープラス）一級建築士事務所
撮影（カメラマン） shimphoto

MATERIAL DATA

サイン 透明アクリル下地の上カッティングシート貼り（面板化粧ビス
浮かせ）

床 OAフロアの上タイルカーペット貼り
壁 LGS+PB下地の上カラーガラス張り・シート貼り・クロス貼り/

SUS鏡面枠+強化ガラス
天井 LGS+PB下地の上クロス仕上げ
家具・什器 受付台：SUS鏡面仕上げ/テーブル：メラミン化粧板仕上げ・

木口間接照明埋め込み
照明器具 コードペンダント（louis poulsen）

事務室

エントランス

倉庫・資料室

ミーティングルーム

223222

サカグチホールディングスパートナーズ株式会社

オフィス オフィス

ミーティングルーム

ミーティングルームからエントランスを見る

　和の要素と洋の要素を複合させて欲しく、そして働く側にとって大切
なモチベーションと心地良さを追求しました。結果として、きめ細かな
感性と丁寧な仕事により空間をカタチにしてくださいまして、株式会社
ディープラスの皆さまには心より厚く御礼申し上げます。

サカグチホールディングスパートナーズ株式会社
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エントランス

コミュニティスペースエントランスからコミュニティスペースを見る

ジオラマスペース

設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）一級建築士事務所/大森 宏満

シェアオフィス（ロボット開発他）

多様なワークスタイルに対応できるオフィス空間

ニワカソフト株式会社
オフィス/コワーキングスペース

設 計 デ ザ イ ナ ー レ ポ ー ト
　ITメディア事業に加え、ロボット開発やeス
ポーツ事業など様々な新しい事業にチャレンジ
しているニワカソフト様。その活動拠点として
の空間を設計するにあたり、様々な使用形態に
対応するべく、セキュリティ度の高いロボット
開発の部分と開かれたスペースとを明確に分け
たゾーニングとした。特にロボット開発の区画
の防音性、開発室からジオラマスペースへの動
線や開発室内部の機器設置スペース、開発に使
用する道具一つひとつの収納スペースや作業動
線については、施主様や実際の開発者と何度も
打合せを重ね、実際にシミュレーションして作
り上げていった。
　コワーキングスペース等のスペースは間仕切

りは設けず、フレキシブルなデスク配置に対応
できるようにした。また、天井はスケルトンに
ルーバーとし、階高の低い地階の閉塞感を感じ
させない空間とした。
　ジオラマスペースを見下ろす形でスキップフ
ロアのコミュニティスペースを設け、ロボット
のテストバトルを観戦できるように配置し、各
事業のスタッフが一つの空間でバランスのよい
距離感となるように計画した。
　福岡の優秀な人材が技術や能力を発揮できる
場をより提供したいというオーナーの想いが込
められたコミュニティスペースとなっている。
設計・デザイン 株式会社Dé plas+（ディープラス）

一級建築士事務所/大森 宏満
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OFFICE DATA

会社名 ニワカソフト株式会社
業種 IT・メディア事業 eスポーツ事業

施設名 オフィス/コワーキングスペース
業種 シェアオフィス（ロボット開発他）
創業 2012年9月25日
住所 福岡県福岡市中央区
TEL 092-406-5353
規模（FLOOR） 87坪
URL https://niwakasoft.jp/
代表 古賀 聡
社員（STAFF） 17名
目的 FUKUOKA NIWAKA・ニワカゲームスの活動拠点、ロボッ

ト開発場所として、またeスポーツチームの練習場所としても
活用。防音の工作室、ロボット操縦の練習なども出来るフィー
ルドも完備しています。

INTERIOR DATA

施工種別 全面改装
立地 複合ビル地下
竣工日 2017年4月
施工期間 3ヶ月
フロアー面積 290㎡（87坪）
設計・デザイン 株式会社De´plas+（ディープラス）一級建築士事務所
プロジェクトマネージャー 新福 貴法
デザイナー 大森 宏満
施工 株式会社De´plas+（ディープラス）一級建築士事務所
照明 エイムアロー
撮影（カメラマン） shimphoto

MATERIAL DATA

サイン アクリル切り文字/カルプ切り文字
床 モルタル下地セラミック舗装材マーブル仕上/木軸+コンパ

ネ下地 ブラックチーク ヘリンボーン貼り
壁 PB下地木目ダイライト貼りワックス仕上/PB下地AEP塗装

/ブロック下地AEP塗装
天井 スケルトン、クリア吹付の上ルーバー天井 インターラインIL-

S2510 @120
家具・什器 レセプションカウンター、ブラックチーク突き板染色CL、天

板人造大理石
照明器具 louis poulsen
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レセプション

コミュニティ
スペース

ジオラマ
スペース

コワーキングスペース

コワーキングスペース

加工作業エリア（防音区画）
オフィス EV

ポンプ室
受水槽

オフィス

WC

WC

搬入口

115114

ニワカソフト株式会社 オフィス/コワーキングスペース

加工作業エリアオフィス

コワーキングスペース

コワーキングスペース

　がむしゃらに夢に向かって突き進む「ニワカモン」
のための秘密基地です。ロボットや e スポーツに限
らず尖った面白い人が集まる場所、目標に向かって思
い切り活動できる場所。この場所から世界レベルで活
躍する人材をどんどん輩出していきます。

ニワカソフト株式会社


