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文化の発信拠点における
ホテルや商業施設の新規開発特集　「歴史・文化」の継承と共生

■UDゆめ咲ビル（ユニバーサルシティ駅前プロジェクト）

人気のテーマパークでにぎわう駅前好立地で�
ホテルとブライダルからなる複合施設を開発

■原宿駅前プロジェクト

東京・原宿エリアにおける歴史の継承と文化発信の一翼を担い�
ランドマークとなる商業・住宅等の複合施設の開発を推進

2017年8月に竣工した「UD

ゆめ咲ビル」は、JRゆめ咲線の

「ユニバーサルシティ駅」と歩行

者専用デッキでつながる、ホテル

とブライダルの複合開発です。

ホテルはカンデオホテルズの

「ザ�シンギュラリ�ホテル�＆�スカ

イスパ�アット�ユニバーサル・ス

タジオ・ジャパンTM」、ブライダル

は株式会社ブレスゲートの「ア

ヴァンセ�リアン�大阪」です。

所在地 大阪府大阪市
主な用途 ホテル、ブライダル
延床面積 約20,600m2

建物規模 地上17階、地下1階
工期 2015年10月～2017年8月

所在地 東京都渋谷区
主な用途 店舗・共同住宅など
延床面積 約26,800m2

建物規模 地上10階、地下3階
工期 2017年秋～2020年春（予定）
設計 株式会社竹中工務店

株式会社伊東豊雄建築設計事務所

「原宿駅前プロジェクト」は、

1959年に竣工した原宿アパート

メンツを含む複数の敷地を、一

体的に建て替える開発計画で

す。

明治神宮の参道として整備さ

れた歴史ある表参道と、独自文

化の発信地である竹下通りの間

に位置し、その上層部からは明

治神宮や代々木公園の緑を望む

ことができます。

UDゆめ咲
ビル

ユニバーサル
シティ駅

原宿駅前
プロジェクト

原宿クエスト

原宿駅

明治神宮前駅

明治神宮
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京都の歴史・文化を継承する
ホテルの開発

■新風館再開発プロジェクト

京都市指定・登録文化財の歴史的建造物を活かした�
ホテル・商業の複合施設を開発

五条通

松原通

ラクエ
四条烏丸

烏
丸
通 元清水小学校開発

プロジェクト
UD京都清水ビル

清水寺

八坂神社

二条城
御池通 京都市役所

鴨
川

新風館再開発
プロジェクト 河

原
町
通

東
大
路
通

三条通

四条通

■元清水小学校開発プロジェクト

昭和初期に建築された小学校を�
京都ならではのホテルにコンバージョン

京都市立清水小学校は、地域住民の寄付により創設

した「番組小学校」のひとつとして、明治2年に開校し、昭和8年に建て替えられました。この場所の歴史を

未来へつなぐという思いを込めて、歴史的価値のある既存校舎の意匠を活かし、重厚感のある空間に奥

ゆかしさの漂う高品位なホテルを開発します。また、地域の人々の絆を深める場としての機能も継承し、

地域コミュニティの活性化に寄与するとともに、非常時の避難所としても敷地を開放して「安全・安心」な

まちづくりに貢献していきます。

大正15年に建設された京都中央電話局は、京都市指

定・登録文化財の第一号であり、商業施設「新風館」とし

ても親しまれた歴史ある建物です。当社は、京都の街並

みを形成してきたこの歴史的建造物の外観を活かしつ

つ、ホテルと商業の複合施設（地上7階・地下1階、約

25,700㎡）の開発に取り組みます。

「伝統と革新」という新風館のコンセプトを継承し、こ

の場所にしかない魅力を持つ、京都の顔、そして街のラ

ンドマークとなる開発をめざします。

特集　「歴史・文化」の継承と共生

完成予想パース（資料提供：隈研吾建築都市設計事務所）
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グローバル経済の中心地における
歴史的建造物のリノベーション

■１�King�William�Street�（ロンドン）

リノベーションを通じて、歴史的価値の継承と�
現代のオフィスニーズへの対応を実現

■125�West�25th�Street�（ニューヨーク）

往時を偲ばせるレンガ造りの外観を活かして、�
クリエイティブワークスペースを創出・提供

当社は2013年、ニューヨーク・マンハッタンのミッドタウンサウスエリ

アにある「125�West�25th�Street」のリノベーションプロジェクトに参画

しました。かつて縫製工場として使用されていた歴史を持つこの建物を、

レンガ造りの雰囲気はそのままに、屋上ペントハウスの増築やエントラン

ス・外壁の改修等を実施して、バリューアップを図りました。

125 West 25th Street

ミッドタウン

マンハッタン

セントラル
パーク

ロンドンの「1�King�William�Street」

について、歴史的価値の高い外観等を

残しつつ内部を改装し、最新の設備へと

更改することで、現代のテナントニーズ

に応えるオフィスビルへと再生しました。

2017年5月には、RIBA（王立英国建築

家協会）�London�Awardを受賞してお

り、現地でも高く評価されています。

所在地 米国ニューヨーク
主な用途 オフィス
貸床面積 約138,000sqf

（約12,800m2）
建物規模 地上11階、地下1階
工期 2014年7月～

2016年12月（売却済み）

シティ・オブ・ロンドン

テムズ川

ビッグベン

1 King William Street 

ロンドン橋

大英博物館

所在地 英国ロンドン
主な用途 オフィス
貸床面積 約100,000sqf（約9,300m2）
建物規模 地上8階、地下1階
工期 2014年8月～2016年11月

*4 *4
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世代を超えて住み継がれる住まいづくりをめざす
リノベーション分譲事業

■イクシクス麻布十番

良質な既存建物を再生・分譲する�
当社初の一棟リノベーション分譲事業

■ウッドヴィル麻布

リノベーション分譲事業の第二弾として�
高級賃貸マンションを一棟リノベーション

「ウッドヴィル麻布」は、港区西麻布四丁目の落ち着いたエリアに所在する総戸

数28戸、平均専有面積200㎡超のレジデンスです。

高級賃貸マンションとして築いてきた価値を継承して、これからも「永く大切

にされること」、「他にない、かけがえのない価値」を感じられるデザインとし、居

住快適性を高める断熱性能および遮音性能の向上に加えて保守・点検にも配

慮した住まいをめざしています。

「イクシクス麻布十番」は、麻布十番駅から徒歩8分の、大使館が立ち並ぶグ

ローバルな雰囲気でありながら伝統的な行事も残るエリアに所在しています。

築27年を経た賃貸集合住宅の内装や設備を更新し、商品性と資産性が新た

な価値となるリノベーションをめざしました。総戸数13戸、平均専有面積121㎡

超の専有部は、間取りやカラーコーディネートの選択だけでなく、デザインの細

部に至るまで自由設計に対応しています。


