「中村自邸 + ２つのアトリエ」竣工３周年オープンハウス

2つのアトリエ展

平成31年4月29日（月祝）〜 令和元年5月3日（金祝）

中村高淑建築設計事務所設立20周年

中村高淑(建築)

中村直子(陶芸)

10：00 - 18：00

4月29日 18：00 - 22:00 オープニングパーティ
5月03日 18：00 - 22:00 クロージングパーティ

無料・事前申込不要

LVL木造 薄肉ラーメン構造 + RC造 で実現した
多目的ガレージと仕事場のある家
ローソン

現地

安藤第5駐車場
ヴェルヴェンヌ P
食事利用可

P

平川バス停

平川バス停

[向11]向ヶ丘遊園行

[新25]新百合ケ丘駅行

[た51]たまプラーザ駅行

[新25]たまプラーザ駅行

P

[向11] あざみ野 駅行

[た51]あざみ野駅・江田駅行

P

北口
[中村自邸＋２つのアトリエ]

メディア紹介

掲載誌
「新建築住宅特集2016年9月号」
「はじめての家づくりNo .29」
「ガレージのある家 37」
「住まいの設計2017年7-8月号」
「建築知識2018年4月号」
「カーセンサーEDGE2006年8月号特別付録」
「OCEANS 2017年 3 月号」
「建築ジャーナル2016年5月号」 、他

北口バスターミナル

P
P

TV・ラジオ
「渡辺篤史の建もの探訪」
「住人十色」
「ヒルナンデス」
「突撃! 隣のスゴイ家」
「後藤麻衣の心配ないさぁ〜！！」
WEB
OCEANS 、渡辺篤志の建もの探訪 、team
Timberize 、キーテック 、100%ライフ
LIXIL建築家インタビュー 、Sumai 日刊住まい 、他

至あざみ野駅

Photo : Gen Inoue

■竣工から3年が経過 、実際の暮らし方をご覧いただけます

２ つ の ア ト リ エ

右側は一期工事「ヴェルヴェンヌ+A邸」（2014年6月竣工）。

Fはオーナーシェフ家族の住居。ぜひこの機会にお食事にご利用
ください。席に限りがあるため予約をおすすめします。
Verveine ヴェルヴェンヌ TEL 045-901-3477
※会期中５月１日２日はお休み）駐車場あり。

ギ ャ ラ リ ー

225-0002神奈川県横浜市青葉区美しが丘4 - 26 - 27
（1F中村高淑建築設計事務所 2Fつぼみ美しが丘）

設計者は同じくunit-H中村高淑事務所。ミシュランガイドにも掲
載される人気のフレンチレストランです。１F店舗の上部、2〜3

交

https://goo.gl/maps/Y5Obk

TEL 045-532-4934
mail nakamura@unit-h.com
nakamura-takayoshi.com

■バス時刻表（休日）

通

１）田園都市線たまプラーザ駅から
・徒歩 : 16分（約1 .3kｍ） ・タクシー : ワンメーター5分（約1 .3kｍ）
・バス : 3~8分 / 「平川」バス停下車＋徒歩1分
▼新25系統番新百合ケ丘駅行（北口6番）▼た51系統江田駅行（北口4番）
２）田園都市線・市営地下鉄 あざみ野駅から
・徒歩 : 20分（約1 .6kｍ）
・タクシー : ワンメーター5分（約1 .7kｍ）
・バス : 5分 / 「平川」バス停下車＋徒歩1分
バス本数最多
▼向11系統向ヶ丘遊園駅行（1番）▼た51系統たまプラーザ駅行（2番）
３）田園都市線・江田駅から
・バス : 16分 / 「平川」バス停下車＋徒歩1分
▼た51系統たまプラーザ駅行（東口2番）
４）小田急線・新百合ケ丘駅から
・バス : 26分 / 「平川」バス停下車＋徒歩1分
▼新25系統たまプラーザ駅行（7番）
５）小田急線・向ヶ丘遊園駅から
・バス : 30分 / 「平川」バス停下車＋徒歩1分
▼向11系統あざみ野駅行（1番）
６）東名高速

川崎インター から

車： 7分 （約2 .6km）

７）東名高速

横浜青葉インターから

車：14分（約3 .3kｍ）

※駐車場はお問い合わせください 。近隣にコインパーキング（非提携）も有り 。
※安藤第5駐車場 ヴェルヴェンヌP 食事利用のかた 、5月1日2日はお休みも駐車できます 。
※最寄りの「平原橋交差点」は右直事故多発地点です 。
お車の際はどうぞお気をつけてお越し下さい 。

1）たまプラーザ駅発
新25系統虹ヶ丘営業所行 、新百合ケ丘駅行（北口6番のりば）
… 9:00、9:35 、10:00 、10:30 、11:00 、11:30 、12:00 、12:22 、12:30 、13:00 、
13:30 、14:00 、14:30 、15:00 、15:20 、15:30 、16:00 、16:23 、16:30 、16:52 、17:00 、17:30
、18:00 、18:35 、19:00 、19:20 、19:56 、20:05 、20:40…
た51系統あざみ野駅経由江田駅行（北口4番のりば）
… 9:56、11:04 、12:44 、14:04 、14:04 、16:04 、16:29 、19:05 、20:20 …
2）あざみ野駅発 ※本数最多
向11系統向ヶ丘遊園行（1番のりば）
…9:04 、9:14、9:28 、9:42、9:56 、10:14 、10:35 、10:53 、11:13 、11:33 、11:54 、
12:13 、12:33 、12:53 、13:14 、13:33 、13:53 、14:14 、14:33 、14:53 、15:08 、15:23 、15:38 、15:53
、16:08 、16:23 、16:38 、16:53 、17:07 、17:19 、17:31 、17:44 、
17:54 、18:07 、18:19 、18:31 、18:44 、18:54 、19:07 、19:19 、19:31 、19:43 、19:55 、20:10 、20:25
、20:40…
た51系統たまプラーザ駅行（2番のりば）
… 9:21、10:36 、11:43 、12:27 、13:41 、14:56 、15:45 、17:01 、17:45 、18:58 、20:11 …
3）江田駅発 た51系統あざみ野駅経由たまプラーザ駅行（東口2番のりば）
… 10:43 、11:55 、13:36 、14:56 、15:55 、17:20 、18:38 、19:58 …
4）新百合ケ丘駅発 新25系統たまプラーザ駅行（7番のりば）
… 9:45、10:15 、10:45 、11:15 、11:45 、12:15 、12:45 、13:14 、13:45 、14:44 、
15:15 、15:45 、16:14 、16:44 、17:14 、17:46 、18:16 、18:46 、19:22 、19:55 、20:45…
5）向ヶ丘遊園駅発
向１１あざみ野行き
…9:25 、09:43 、10:03 、10:23 、10:43 、11:03 、11:23 、11:43 、12:03 、12:23 、12:44 、13:03 、13:2
3、13:42 、14:03 、14:17 、14:32 、14:47 、15:02 、15:07 、15:32 、
15:47 、16:02 、16:17 、16:30 、16:42 、16:54 、17:06 、17:18 、17:30 、17:42 、17:54 、18:06 、18:18
、18:30 、18:42 、18:54 、19:06 、19:21 、19:36 、19:51 、20:08 、
20:23 、20:38…

