
穂ノ原工場
オフィス

シンニチ工業株式会社における
オフィスと休憩室のリノベーション計画



本社工場内
休憩室

𣘺本雅好研究室 企画 大塚あかり/竹市光希



シンニチ工業について背景

シンニチ工業株式会社はステンレス・鉄・チタンな

どの大径薄肉パイプの製造販売会社であり、本社工場

と穂ノ原工場がある。視察の際に竹市はオフィスのイ

ンテリアコーディネートに興味を持ち、内装デザイン

提案したいと考えた。また、大塚は工場の休憩室のリ

ノベーションによる仕事への意識変化に興味を持ち、

パイプ工場を生かしたデザインを提案したいと考えた。

目的

働きやすい環境づくりに

よって、社員のモチベー

ション向上やリフレッシュ

効果を促し、生産性を向上

させること、また、入社意

欲を促進させることを本企

画の目的とする。

穂ノ原工場のオフィス

〇視察に訪れた際に知ったこと・感じたこと

・パイプ工場だからこそできるデザインをしたい。
・限られた人数で利用している。
・応接室があり、外部の人が訪れる。

〇提案の軸

・パイプ工場らしさを伝える。
・利用者の個性を活かしたオフィスにする。

〇具体案

１汚れることを前提としたデザイン
２実際に販売しているパイプを使用する
３人によって異なる家具選定

12日 パイプ装飾壁のモックアップ

14日 引越し

15日 椅子選定の依頼状を提出

20日 家具決定・発注開始

28日 現地確認

7日 内装案決定

17日-19日 撤去・移設など

ヒアリング

1月18日にヒアリング調査を行い、施工した

オフィスを実際に使用していた社員５名に話

を聞くことができた。

＜ヒアリングからわかったこと＞

・収納に余裕ができた。

・綺麗にする意識をするきっかけとなった。

・使ってみて気づいた改善点があった。

施⼯前のオフィス

21日-23日 LGS補修・ボード張り・穴あけ

24日-1日 【西面壁】マグネット＋ホワイトボード塗装

2日 パイプ装飾壁施工

3日 造作家具設置
動力電灯盤更新工事
停電工事

5日 壁・天井クロス
6日 OAフロア

7日 床・巾木

8日 盤廻り壁面塗装
器具復旧器具取り付け
天井センサー復旧

9日 完成クリーニング

10日 ブラインド取り付け

13-14日 家具の組み立て・設置

21日 視察

＊17日 施工開始 * 10日 施工完了 ＊21日 使用開始

内装・塗装

工場内の油汚れがつ苦ことがあるため、汚れを目立ちにくくする工夫が必要であっ

た。パイプ装飾の壁と家具組み立て以外は、工務店に依頼して施工した。

〇自 主 施 工 パイプ装飾の壁、家具組み立て

〇工務店施工 電気工事、壁工事など

ーパイプ装飾南面壁（自主施工）

パイプの宣伝や規格の説明ができるよう、漆喰風塗料を塗った壁にパイプを

埋め込み、装飾した。

―マグネット・ホワイトボード壁（工務店施工）

チョークが散っていた黒板と、資料が溜まっていたコルクボードを、まとめ

た。入口から も目に付く壁のため、シンニチカラーの水色にした。外壁の

塗装の色と近い色を選定。

〈塗装方法〉

①LGS補修 ②ボード張り ③下地塗装

④マグネット塗装 ⑤青色塗装 ⑥ホワイトボード塗装

―OAフロア・カーペットタイル床（工務店施工）

＜カーペットタイル＞

工場のオフィスのため油がついた靴で入ることがあるので、汚れが目立ちに

くいものから選定した。

施工工程

11月17日 ＊施工開始

17日 養生、器具取り外し
18日 壁・天井バード撤去、天井センサー取り外し
19日 隠蔽配線、光回線用コンセント移設・一時停止

給湯リモコン移設

21日-22日 LGS補修・ボード張り
22日 ボード穴あけ他

24日-12月1日
【西面壁】マグネット＋ホワイトバード塗装

【一般鉄部】【南面壁】下地調整〜塗装

12月2日 パイプ装飾壁自主施工 合計5人で作業。

3日 壁面家具設置
動力電灯盤更新工事
停電工事

5日 壁・天井クロス

6日 OAフロア

7日 床・巾木

8日 盤廻り壁面塗装
器具復旧器具取り付け
天井センサー復旧

9日 完成クリーニング

10日 ブラインド取り付け
＊施工完了

13日-14日 家具の組み立て
設置

21日 使用開始・視察

提案

家具

2日間で組み立てた。

―デスク、サイドチェスト

使用する人が限られるので、使用する社員の個性を活かしてモチ

ベーションの上がるオフィスにできそうと考え、個人用デスク、

チェストを一人一人違う種類にした。

―チェア

チェアは肘掛けがあり、キャスターのついているものをリスト化
した。その中から利用者に選定していただき、より自分の席に愛
着を持てるようにした画像の椅子が選定された。

ーその他のデスク・チェア

―収納
３種類選定した。

―カウンター

―その他の備品
時計は来客者用に応接室に設置する。

ー照明

照明が均一に付いていなかったため、全体を均一に照らせ

るよう位置を変更した。スタンドにはペンダントライトを

設置した。

―造作家具
スタンドスペースの壁には、造作家具を設け、目隠し収納
を作った。スタンドと繋げて使用できるよう、棚の高さを
合わせた。

―カーテン

２色のウッドブライン

ドを選定。執務室は明

るい印象になるよう白

を、応接室は落ち着い

た印象になるよう黄味

がかった色のブライン

ドにした。

本社から来る社員用
デスクと、来客用の
応接デスク。
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廃材について

今回使用した廃材はすべて

シンニチ工業のものであり、

切断時の端材や傷が原因とな

り廃棄されるものである。

パイプウォールを制作するに

あたり、強くてさびにくいステンレスを選択し、

様々なパイプ規格の中から組み合わせたときに

透け感が丁度よい、外径137mmの廃材パイプを使

用することに決定した。

まとめ

実習の授業とは異なり、施工

方法や予算を考えて、内装材や

家具・家電を細部まで選定する

ことが大変であった。シンニチ

工業の皆さま、荒川工務店の荒

川さま、工事を担当してくだ

さった皆さまなど、多くの方の

協力があって、完成できたこと

を実感した。実際に使用するオ

フィスと休憩室を形にできたこ

とはとても貴重な経験であった。

関係者の皆さまに、心より感謝

申し上げます。

本社工場内の休憩室

〇視察に訪れた際に知ったこと・感じたこと

・パイプ工場だからこそできるデザインをしたい
・多くの廃材が出ていてもったいない
・工場見学があり、外部の人が訪れる

〇提案の軸

・パイプ工場らしさを伝える
・廃材の活用をする

〇具体案
１汚れることを前提としたデザイン
２工場で出たパイプの廃材を使用する
３工場内に溶け込むデザイン

１⽉３⽉ ４⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉
10⽉ 11⽉ 12⽉

パイプウォール

シンニチ工業の協力のもとモックアップを重ねて制作し、パイプの廃材を使用した。

外径137㎜×長さ30㎜のステンレスパイプを串刺しで連結させ、30㎜角のアルミ枠で

囲ったパネル20枚を組み合わせる。アルミ枠はパイプが目立つブラックに決定した。

〇使用塗料 コンクリートエフェクトペイント

①テープなどで養生後、下塗りをして乾かす

②ベースの明るいグレーをローラーで塗り、乾かす

③ビニール袋で２色の塗料を交互に叩きつけるようにして、

コンクリート模様をつける

④クリア塗装を塗って仕上げる

壁塗装

〇使用塗料 モルモル、STYLE DIYペンキ

①モルモルにSTYLE DIYペンキを混ぜて色を作る。

②刷毛を使用せず、ゴム手袋をして手で直接塗装をして模様が

残るようにする

家具

部屋の雰囲気に合う家具として、木、スチールを中心とした材質の家具を選定した。色は、休

憩を目的とするため少なく抑え、パイプウォールに合わせた黒・シルバーとあたたかさを感じる

木に合わせた茶系に限定した。４人用デスクとカウンターを設け、１人でも複数でも使用できる。

照明

照明は、自主配線を行った。シンプル且つ懐かしい雰囲

気を持つマリンランプ風のペンダントライトに、2700Kの

LED式エジソン電球を使用して、落ち着いた空間を演出し

た。また、自由に付け替え可能にするためダクトレールを

取り付けた。シェードのないエジソン電球のスポットライ

トを使用し、色温度は2700Kでペンダントライトと揃えた。

31日 訪問しヒアリング

23日 企画書提出

4日 teams会議 18日 アンケート

28日 視察

14日 第１回定例会議

27日 第２回定例会議

12日 第３回定例会議

25日 第４回定例会議

8日 第５回定例会議

19日 荒川工務店の荒川さん
とZOOM顔合わせ

25日 第６回定例会議

2日 現地調査

6日 第７回定例会議

20日 第８回定例会議

12日 第９回定例会議

19日 内壁軽量下地組＋ボード張り（工務店施工）

24日 床塗装（自主施工）

28日 壁塗装（自主施工）

１日パイプウォールの取付工事（工務店施工）

15日 家具の組み立て・利用開始（自主施工）

21日 照明の配線（自主施工）

18日 施工後ヒアリング調査

1⽉

内装について

工場内は粉塵や油汚れが多く、汚れを目立ちにくくする工夫

が必要であった。壁は、耐久性が高く消臭効果に優れている漆

喰風の塗装剤を、模様がつくように塗装をすることで、陰影に

より汚れが目立ちにくくした。床は、コンクリート風塗装を施

すことで、安全靴を履いたまま汚れを気にせず休憩室に入るこ

とができるようにした。鉄骨は、グリーンをそのまま残すこと

で、工場との調和や新旧の調和を意味している。また、新たな

壁の立ち上げは工務店に協力を依頼して設営した。

〇自主施工 床塗装、壁塗装、鉄骨・２階の壁(外側)塗装

〇工務店施工 内壁・ボード張り

新聞掲載

日刊工業新聞の津島はるかさ

んに取材をしていただき、2022

年1月9日の新聞記事に掲載され

た。 日刊工業新聞2022/01/09

20日 パイプウォールの取付下地溶接・アンカー固定（工務店施工）

12日 壁モックアップ

提案

平面図 1/50 天井伏図 1/50

展開図 1/50

A B C D

①施工前 ②施工準備 ③内壁・ボード張り(工務店施工) ④床塗装(自主施工) ⑤壁塗装(自主施工) ⑥パイプウォール取付(工務店施工) ⑦家具組み立て ⑧照明取付(自主施工)

ヒアリング

1月18日にヒアリング調査を行い、施工し

た休憩室を実際に使用していた社員４名に話

を聞くことができた。

＜ヒアリングからわかったこと＞

・家具や照明の数は足りていた。

・パイプの影が影響することなく使用でき

ていた。

・ゴミ箱などの不足を感じており、備品類

も含めて提案できたら良かったと思う。

床塗装

＜パイプウォールのモックアップ＞

休憩室の裏にある分電盤のコンセントから

電気を取り、延長コードをつないでダクト

レールを取り付けた。ペンダントライトはダ

クトレールに取り付けたコンセントから電気

をとり、本体は天井の筋交いに固定した。ダ

クトレールはビスで直接鉄骨に固定している。

＜自主配線について＞△以前の休憩の様子 △2階壁(外側)塗装

△階段塗装

〇重ね方
パイプを重ねた場合

左右にずらす 斜めにずらす

〇接続方法
串ざしで決定

接着剤 串刺し △パイプウォール

△パイプウォール取付


