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東京都練馬区

にしき平和台 屋外環境整備（サイン各種、パーゴラほか）

アイコンサイン

練馬区にあるにしき平和台は団地としての歴史が古く、
落ち着いた住宅街で、都心へのアクセスも良く人気のエリ
アのひとつです。今回の整備は、こだわりのある製品を設
置することで、平和台周辺のマンションとの差別化を図る

やエントランス部の解放感を損なわないよう横型タイプを採用し、
アイコンサインにも使われているレーザー抜きパネルとガラスを
使用する事によって統一感を持たせました。そして、団地園路の双
方向から団地名が確認できるよう形状を工夫しました。
● 団地名板／W3120×H1300程度

本体 ： SUS材、
SUS切文字、
強化ガラス
設計金額：￥2,538,000（材のみ）
● アイコンサイン／□400×H1800程度

本体 ： ステンレス材、
強化ガラス、
ZAM鋼板、
照明付き
設計金額：￥994，
000（材のみ）
● 住棟サイン／W370×H1200程度

本体 ： ステンレス材、
強化ガラス、
ZAM鋼板、
照明付き
設計金額：￥228，
000（材のみ）
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愛知県岡崎市

籠田公園整備（シェルターパーゴラ、手摺・手洗い、テーブルベンチほか）

スタジオシェルター・パーゴラ

パーゴラ（左）
・背付きベンチ

住棟サイン

スタジオシェルター・パーゴラ

手洗い場

手摺

壁面サイン

パーゴラの屋根部には、サインと同じレーザー抜きパネルを使用し空
間統一を図りました。また日光の影がこのにしき模様になるようレー
ザー抜きの大きさや幅などを調整し、
「柱を出来るだけ細くしたい」、
「屋
根部の面積を広げたい」などのご要望にお応えすべく検討に検討を重

団地名にもある
「にしき」
から
「にしき織」
を製品の意匠コンセプ
トとし、各製品ににしき織のモチーフを組み込んでいます。今回、

来るように設置方法や照明の種類についても検討しました。
団地名板においてはメインエントランス部に設置する為、背景

◆

スタジオシェルター・パーゴラ

夜間は住棟の明かりを利用し薄っすら光るようアクリル板を使用してお
ります。
サイン関係やパーゴラは製品単体で見るとインパクトのあるもので

す。モチーフ部分にレーザー抜きパネルを採用し、試作を繰り返し
ました。また、模様に色を加え、夜間は行灯のような光の演出が出
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団地名板

目的で検討に至りました。

ようバリとり加工、構造の検討。それらをうまくカバーする為に違
和感の無い配慮（意匠）
を行っております。
施設検討をする上で、軸となったアイテムがアイコンサインで

東京事務所

アイコンサイン

ねました。パーゴラ背後に自転車置き場があることから景観を損なわな
いよう目隠しとして腰壁パネル（これも同じにしき織デザイン）として、

特殊なデザイン・形状を検討する上で、安全面への配慮に苦労し
ました。指が挟まらない大きさや触った際に指などが怪我をしない

◆

ফাষ

はありますが、製品の塗装色（グレー系）と舗装材の色、建物外壁の塗
装色が綺麗に馴染んでおり、団地全体の上品で落ち着いた印象を担う
アイテムの一つとなっております。またその中にステンドグラスのような
色彩のあるガラスシートが団地に彩りを与えているように見えます。
応用編
アイコンサインは各団地やエリアごとに塗装色やガラスシートの色を使い分
けることによってランドマークサインとしても活用が可能だと思います。また夜
間の照明演出はその場所の景を変えることが出来るほか、防犯面でも活躍で
きるアイテムではないかと思います。またレーザー抜きパネルの模様を変える
ことによってその場所の特色を出すことも可能ですし、本体の形状はシンプル
なものなので、本現場のような団地以外でも、施設や公園などでも景観に馴染

スタジオシェルター・パーゴラ

岡崎市を流れる乙川〜中央緑道〜籠田公園までの中心
市街地を一体型の回遊導線とした、乙川リバーフロント整
備計画の一環として、籠田公園が再整備されることになり
ました。
日常的に使われる公園でありながらも、イベントの際には中心
的な存在にもなる公園であるため、芝生広場やステージデッキ、
シェルターパーゴラ、テーブルベンチなど多様な施設が整備されて
います。
今回、サイトが携わった施設はシェルターパーゴラ、手すり・手
洗い場・テーブル、各種サインで、特にシェルターパーゴラは目を引
くものとなっています。公園利用者の「こどもを見守りながら安心

場でも快適に過ごせる空間にしてほしい」との意見から設計・製作を行
い、公園西側一帯に設置しました。地元産の杉材を使ったテーブル、人
工大理石を使ったテーブル、手洗い場も設置し、さらに快適で長時間で
も滞在できるような空間を作っています。
各所のサインも公園の景観に合わせ、違和感のない嫌みのないデザ
インにしています。岡崎市といえば徳川家康公生誕の地ということで
公園内を南北に通る旧東海道を公募にて「天下の道」と名付けそれを
示すサインや、岡崎市の植生や地形を説明するサイン、乙川〜籠田公
園を表し、現在位置を表示した床面取付の切文字サイン、カメラ・街灯
に注意喚起としてカッティングシート貼りなど様々な製品を製作・設置
しています。
岡崎市へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

できる遊び場や休憩スペースが欲しい」、
「日よけ施設を設置し夏

むものだと思います。
● スタジオシェルター・パーゴラ

● 背付きベンチ／L1600の場合

本体 ： 再生木材
設計金額：￥278,600-（材のみ）
● パーゴラ
（左）／W4208×L4760（柱芯）×H3800

本体 ： スチール材、
ZAM鋼板
設計金額：￥6,430,000（材のみ）
● パーゴラ
（右）／W4208×L4760（柱芯）×H3800

本体 ： スチール材、
ZAM鋼板
設計金額：￥3,580,000（材のみ）

10基

本体 ： スチール製ウレタン樹脂塗装、
再生木材ルーバー、
ポリカ屋根
サイズ ： W13500×D5800×H3400(ルーバーまでH2500) 最大
W5280×D5600×H3200(ルーバーまでH2300) 最小 …etc
設計金額 ： total ¥85,000,000発注元 ： 独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
設計事務所 ： ㈱アーバンデザインコンサルタント
設置場所 ： 東京都練馬区
設計・製作・施工 ： ㈱サイト
サイト担当者 ： 岡松・小池
竣工時期 ： 平成31年3月

● ファニチャー各種

手すり ： スチール塗装 延長L15600
手洗い場 ： スチール塗装、ステンレスシンク、コーリアン(人工大理石) H800×W2400×D1000
テーブル ： スチール白錆防止剤塗布+コーリアン(人工大理石) H800×L3600
木テーブル ： スチール白錆防止剤塗布+額田産杉材 H740×L4500,L2700(2基)
丸テーブル ： スチール白錆防止剤塗布+コーリアン(人工大理石) H740×φ400 2基
設計金額 ： total ¥8,450,000-

● サイン各種

壁面サイン ： 弾性塗装(手書き) H1900×W1780 2か所
名称サイン ： スチール塗装
表示：ステンレス切文字+カッティングシート
H1400×W1600×D100
説明サイン ： ZAM鋼板塗装
表示：SPコート印刷 H600×W600 4基
マップサイン ： ステンレス切文字 L1580
注意喚起サイン ： カッティングシート貼り 13か所
設計金額 ： total ¥2,260,000
発注元 ： 岡崎市役所
設計事務所 ： オンサイト計画設計事務所
設置場所 ： 愛知岡崎市籠田町籠田 籠田公園

設計・製作・施工 ： ㈱サイト
サイト担当者 ： 小笠原・古賀・堀
竣工時期 ： 令和1年7月

