1980 年設立、2020 年 10 月に三井不動産リ

フォーム株式会社と統合した三井デザインテック
株式会社。強みである「デザイン力」を軸に「住

宅、オフィス、ホテル、商業施設、医療施設など

さん

の内装・リニューアル・コンバージョン工事」「イ

ンテリア提案・販売」「住宅リフォーム」の 3 つの

編集部 まずは三

写真◎田口 哲也
文◎石田 ゆう子

会社に 社されて

で、大

から、ど なお 事をされてきたのかを かせて
く さい。

会社に

し、

の

発事業に わりました。

に配 されたのは 発企
の

前などの大規

檜木田 最

その 、

として、

一体にならないと

を

会社の立 上 にかかわりました。 立の

企 業務を て、の に三
ル
時代

す

やお さま

していかないと、

を ってき

で

が ルー

と三

会社に られた

を 体に

発などの づ

に対 できず、取り残されてしまうとい

企 に

るのは しいということ、 場の
の を
る価

イ テ

うことがありました。 立 は
くりによって
ました。
編集部 三

イ テ

会社との 合の

うど三

ときは企業 合を前提に
檜木田

ー

イ テ

ィスや テルの内装工事といった

内で始まった です。当時三
は、

などを手 ける

に

の 点などから、これ

、

ー が イ 。業務上の接

ー は、

事業を

事業と、 ルー のお さまを対象に内装や
具の

人 けの

していました。一方、三
一

、

やお さま ー の

でした。

点はあまりありませ でしたが、 間の
高

わる者同 、近い
また、
自体の長
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檜木田 敦

檜木田 敦
（ひのきだ あつし)▶︎1962年生まれ。1984年3月早稲田大学政
治経済学部卒業。同年4月三井不動産株式会社入社。2009年4月三井不
動産レジデンシャル株式会社 開発事業本部 プロジェクト推進部長。2012
年4月三井不動産株式会社 秘書部長。2019年4月三井デザインテック株
式会社 専務取締役経営企画部長。2020年10月同社 代表取締役社長
社長執行役員に就任
（現任）
。

▼

プの檜木田敦さんにお話しをうかがった。

▼

新本社「CROSSOVER Lab」を開設した。トッ

▼

ABW 研究と独自のデザイン哲学を掛け合わせた

▼

三井デザインテック株式会社
代表取締役社長

事業を展開している。2021 年 7 月には最先端の

▼

最先端のABW研究とデザイン力で
ウェルビーイングな空間を実現

左右のオフィスから行き来ができる中庭に設置された、緑豊かな屋外
テラスの「SORANIWA」
。デスクやソファが設置され、リフレッシュ
とワークが両立するワークスペースだ

ものをどんどん造るの

からの不動産は新しい
など、さまざまな領域の空間づくりで培ってきた

ではのデザイン手法で、住宅、オフィス、ホテル

檜木田 「クロスオーバーデザイン」は当社なら

気持ちよく快適に働けること。二、それによって

私が新本社に求めたことは三つ。一、従業員が

れば、との狙いもあったのです。

ではなく、いいものを

生産性が向上すること。三、形式だけでなく従業

とにかくコミュニケーションが加速するようなオ

知見を取り入れ、新たな空間価値の創造を追求し

フィスにしてほしい、と。また、ワークプレイス、

長く使う時代に変わっ

一〇人いれば一〇個の個性、専門性、アイデア

ワークスタイルの提案をしている企業であるから

員の心が一つとなって、真の意味で業務でも相乗

があります。それを掛け合わせることで新たなア

には、ショールームになるようなオフィスにした

ていくものです。この「クロスオーバー」は、当

うなるとマンションも

イデアが出てくる。そうしたイノベーションを、

ていくだろうとの見通

ストックの比率が高ま

社内だけではなくお客さまとの協創も含めて生み

効果が発揮できるようになること。
そのためには、

り、そこでは三井デザ

いね、とプロジェクトチームに伝えました。

社の大事なキーワードになっています。

インテックと三井不動

出せるラボでありたい。そんな思いを込めて、「Ｃ

し も あ り ま し た。 そ

産リフォームの力が一

ＲＯＳＳＯＶＥＲ Ｌａｂ」と名付けました。

行するかに注力しました。業務上のシナジーを

りと、いかにそれを実

けてのストーリーづく

そこからは統合に向

ろうと判断しました。

緒にやった方がいいだ

す。これは明らかに一

働く人の「エンゲージメント」や「ウェルビーイ

社では、
社内外の組織の垣根を越えた「協創」と、

認識が進んでいます。それらを踏まえ、この新本

流や人との出会いが一層重要になるだろうとの再

ニューノーマル時代のオフィスでは、偶発的な交

宅やシェアオフィスにも広がりました。一方で、

らの業務に最適な場所がオフィスだけでなく、自

昨今はコロナ禍でリモートワークが定着し、自

いいか、その働き方をするにはどういうワークプ

その理想をかなえるにはどういう働き方をすれば

した。

クオフから四か月は、図面作業は行いませんで

六回ずつ行って、アンケートなども取って。キッ

ネジャー層、若手がそれぞれでワークショップを

検討することからスタートしました。経営層、マ

ら、どういう会社でありたいか、といったことを

アプローチとしては、統合したばかりでしたか

層必要になるはずで

どう発揮させていくか、従業員の心をいかに一

ング」が促せる空間デザインを目指しています。

いてもらいました。それをまたプロジェクトチー

の担当に渡してレイアウトやデザインの素案を描

それがまとまった段階で初めて、デザイン、設計

レイスが必要なのか、という三段論法で詰めて、

ある程度方向性が見えてきたところで、では、

つにするか。そういった課題に向き合いながら
準備を進めて、二〇二〇年一〇月、晴れて統合。
二〇二一年七月には新本社を開設し、二社の拠点
が一つに集約されました。

コミュニケーションが
加速するような
オフィスをデザイン

キャッチボールを繰り返してデザインを決定。実

ムで検討し、要望をデザイナーに返して、という
編集部 社内でデザインされたのですか？

際の工事に入りました。
ジェクトチームを立ち上げた上で全ての従業員に

すが、
別に奇をてらっているわけではありません。

い試みがいろいろとされているオフィスに見えま

そうしたプロセスを経ているので、一見、新し

檜木田 オフィスデザイン、ワークスタイルデザ

編集部 本社オフィスは最先端のＡＢＷ研究と

かかわってもらいました。このプロジェクトその

「こういう働き方をしたいから、こういうしつ

インのチームを中心に、総務なども加わってプロ
「クロスオーバーデザイン」を掛け合わせた空間

ものが、二つの会社の融合のきっかけの一つにな

イノベーションを
誘発する新本社
ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ Ｌａｂ

とのことですが、少しご説明いただけますか。
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携わっています。

四〇人のうち三〇人以上が、新本社のデザインに

してもらいました。ちなみに当社のデザイナー約

デザインのセンス、知識、経験をオフィスに生か

という発想にもつながる。そうしたホテルの空間

では味わえないグレード感、リゾート感を出そう

は週二日のリモートワークを可能にしています。

間くらいがちょうどいいとのことで、当社の場合

です。ゆえにリモートワークは週二日、週一五時

のメンタルダメージなどのデメリットもあるそう

エーティビティーの低下、会話がなくなることで

情報の断絶、コミュニケーション不足によるクリ

事業的にお客さまとの接点が多く、協創できる

シーンがたくさんないといい仕事はできないとの

割はどうなっていくでしょう。

たとのお話がありましたが、今後、オフィスの役

編集部 先ほど、コロナ禍でテレワークが定着し

やるところが、今、一層大事になっていると思い

じている人も多いかもしれませんが、その何でも

檜木田 総務は何でもやらなくてはいけないと感

いします。

編集部 では最後に、総務へのメッセージをお願

も

思いは変わりませんが、テレワークもうまく取り

檜木田 「コミュニケーション」
「コラボレーショ

も

入れて効率よく働いてもらえれば、と。これはコ

ン」
「コ・クリエーション」の三つのコが生まれ

ます。やらされていると思うとつらくなってしま

を

る場であることが求められていくのではないかと

いますから、発想を転換して、その先に何がある

ロナの状況にかかわらず続けていきます。

考えています。

て、
自慢のオフィスとして案内している姿を見て、

ます。実際、多くの従業員がお客さまをお招きし

りに参加しているので、自分の言葉で説明ができ

メンバーはもちろん、従業員全員がオフィスづく

よって仕事にも、自分の成長にもプラスになると

れは単に居心地がいいだけではなく、来たことに

めには来たくなるようなオフィスが必要です。そ

くの人が気付いたのではないでしょうか。そのた

生まれる新しいアイデア、協創があることに、多

リアルのフェース・ツー・フェースだからこそ

これも一緒にやっておくといいね」とクリエー

くなります。何か一つ頼まれたときも「それなら

のだな」と考えながらやると、仕事はきっと楽し

たソフト部分のために「ここにこれをしつらえる

コラボレーション、コ・クリエーション。そうし

その先にあるソフトです。コミュニケーション、

ファシリティにしても大切なのは、ハードより

らえ」というものが全てにあって、プロジェクト

新本社によってエンゲージメントが高まって、融

実感がわくような空間。そんな環境や仕掛けがあ

かに目を向けてみてください。

合が進んできているな、と実感しています。

るようなオフィスであれば、自然と来たくなるの

実際、当社でいちばんいないと困る人は総務で

編集部 私も案内していただきましたが入り口か

一方で集中してやる仕事は、会社の集中スペー

す。すごく頼りにしています。ぜひ、心持ちを切

らして、
いい意味でオフィスらしくないですよね。
を担当しているデザイナーが仕上げました。ホテ

スでやってもいいし、リモートワークでもいい。

り替えて、仕事をおもしろくして、攻めの総務に

ティビティーが発揮できるようになるでしょう。

ルのデザイナーは、けっこう住宅の研究をしてい

ただ、海外の研究によると、リモートワークは一

なってください。

ではないでしょうか。

るのです。ホテルでのリラックスは、住宅でくつ

人でやる方が効率のいい仕事に向いている半面、

檜木田 一階のウェルカムゾーンは、普段ホテル

ろいでいる感じに通じるところがある。逆に住宅
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