About STAR

「美しい空間でクライアントの課題解決をするデザインチーム」です。
STAR は、

住所
東京オフィス
〒114-0001

東京都北区東十条 2-4-7

Who we are

TEL : 03-3914-8404

私たちは、
「クライアントの課題を美しいデザインで解決する。」をミッションに、

URL：www.starchitects.info

FAX : 03-3914-8412

「ありがとう」を追求する小さなデザインチームと自らの組織を位置づけ、住宅
のみならず、ジャックダニエル・ロータス・小田急百貨店・三越伊勢丹・ハリウッ
ド化粧品など多彩な業種のストアデザイン、戦略的投資としての全国各地のリ

実績分野

ゾートホテル・スキー場の施設デザイン、都市部の低収益オフィスやマンショ

寺院／納骨堂／リゾートホテル／旅館／スキー場／水族館／百貨店／ショップ

ンからインバウンドターゲットホテルへのコンバージョン、寺院・納骨堂の設

／カフェ／レストラン／バー／学校／オフィス／クリニック／コスメティック

計実績があります。

／ギャラリー／ショールーム／住宅／別荘／橋梁／プロダクト（2016 年現在）

Why STAR

実績地域

空間にとどまらず商品・サービスまで含めた事業全体への洞察と発見による課

日本国内（北海道・宮城・山形・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・新潟・

題設定能力、課題を解決するための和から洋、モダンからクラシカルまで幅広

滋賀・大阪・和歌山・兵庫・香川・広島・鹿児島）

いデザイン対応力、建築からインテリア、家具のデザイン、アートのコーディネー

海外：中国（上海・常州・中山）／韓国（麗水・光州）／ USA（NY）／スリ

ト、ディスプレイまで含めた空間デザインのワンストップサービスを CEO 向け

ランカ（コロンボ）

に提供することで、クライアントから課題解決のパートナーとして高く評価さ
れています。
主要受賞歴
2012
Our message

JCD デザインアワード 2012

私たちは空間デザインを通じて、クライアントのビジネスパートナーとして、

2007

住まい手のライフスタイルパートナーとして、事業の成功と豊かなライフスタ

韓国麗水景観マネジメント国際設計競技

イルの実現をお手伝いします。

2007
広瀬川橋梁他設計競技

特別賞

2005
JCD デザイン賞 2005
会社名

2003

STAR ／ 有限会社エスティエイアール

長浜・かねぼう町づくり集会所設計競技

一級建築士事務所 東京都知事登録第 51747

1995
せんだいメディアテーク公開設計競技

代表者

1993

佐竹 永太郎

大河原公園及び周辺施設公開設計競技

審査員奨励賞
佳作
特別奨励賞

About STAR

Location
2-4-7,Higashi-jujo,Kita-ku
Tokyo,114-0001

STAR “create clientʼs solution with beautiful design”
Who we are
Our mission is to “Create clientʼs solution with beautiful design”. We are a
small design oﬃce pursuing our clientʼs “Thank you”. We design not only
houses, but also many kinds of stores including Jack Daniel, Lotus, Odakyu
Department Store, Isetan-Mitsukoshi, Hollywood Cosmetics, etc. We also have

TEL:03-3914-8404 FAX:03-3914-8412
URL:www.starchitects.info
Field of achievement
Temple/resort hotel/ryokan(Japanese style hotel)/ski resort/aquarium/
department store/shop/Cafe/Restaurant/Bar/School/Oﬃce/Clinic/Cosmetic/Gallery/Showroom/Residantial/Villa/Bridge/Products（as of 2016）

done facility designs of resort hotels and ski resorts for our clientʼs strategic

Area of achievement

investment. Converting low proﬁt oﬃces and apartment houses to hotels

Japan（Hokkaido·Miyagi·Yamagata·Gunma·Saitama·Chiba·Tokyo·

targeting inbound tourists is our recent work and we also designed temples in

Kanagawa·Shizuoka·Niigata·Shiga·Osaka·Wakayama·Hyogo·

the past.

Kagawa·Hiroshima·Kagoshima）
Overseas：China（Shanghai·Changzhou·Zhongshan）/

Why STAR
We have good reputation as a partner for business solution because of our
ability to set issues through insight and discovery of the entire project including products and services as well as space; our ability to handle a wide range
of design from Japanese to Western, modern to classical to solve the issue;
providing CEO with one stop service of space design including construction,

Korea（Yeosu·Gwangjo）/USA（NY）/Sri Ranka（Colombo）
Awards
2012
JCD Design Award 2012
2007

interior, furniture design, art coordination and display.

Korea Yeosu Landscape Management International Design Competition

Our message

Hirose River Bridge Design Competition - Special Prize

Through space design,as a client business partner,as a lifestyle partner of the
households,we will help you achieve business success and a valuable lifestyle.

2007
2005
JCD Design Award 2005
2003
Nagahama Kanabobu Town Building Meeting Place Design Competition

Company name
STAR

-Judges Incentive Award
1995

First class architectural oﬃce

Sendai Mediatheque Public Design Competition - Honorable Mention

Representative

Ogawara Park and surrounding Facilities Public Design Competition

Eitaro Satake

向您介紹STAR
STAR，是“创作美丽空间以解决顾客问题的设计团队”。
Who we are

“以美的设计来解决顾客的问题”是我们的任务，对顾客的每一句“谢谢“都
不懈追求的小型设计团队则是我们对自身的组织定位。除住宅设计外，更担
任过杰克丹尼，路特斯汽车，小田急百货，三越伊势丹，HOLLYWOOD化妆
品等横跨各个丰富多彩业种、领域的店铺设计，以及日本全国各地作为战略
投资开设的度假宾馆与滑雪场的设施设计。涵盖了都会地区的低收益办公

室与公寓，
历经向以访日游客为目标受众群的宾馆、酒店等新设计客体的战
略转换，
现如今更包括寺院，纳骨堂等各色种类的空间，STAR已积累大量的
实际业绩。
Why STAR
不仅限于空间，更包括商品，服务等各个方面的对事业全体的洞察与发现而
积累的问题设定能力，为解决问题而磨炼出熟练运用自和至洋，
自古典风格
至现代艺术广泛的设计风格的对应能力。业务范围更涵盖自建筑至内装，乃
至家具设计，艺术品协调搭配与陈列展示，面向企业CEO层级提供一站式
服务。STAR也因此作为问题解决的协助者，广受顾客好评。

Our message
通过空间设计，我们作为顾客的商业伙伴和住户们的生活方式规划协助者，
将为实现您的事业成功与为您提供更丰沛的生活形态而不懈努力。
公司名称
STAR 一级建筑师事务所
公司代表

佐竹永太郎

1993
-Special Encouragement Prize

公司地址
东京事务所
〒114-0001 东京都北区东十条 2-4-7

电话：03-3914-8404 传真：03-3914-8412
官方主页：www.starchitects.info

已积累业绩类型如下
寺院/纳骨堂/度假村式酒店/旅馆/滑雪场/水族馆/百货店/商铺/咖啡馆/餐
厅/酒吧/学校/办公室/诊所/化妆品专柜/画廊/展厅/住宅/别墅/桥梁/产品
设计（截至2016年现在）
业绩地区
日本国内
（北海道·宫城·山形·群马·埼玉·千叶·东京都·神奈川·静冈·新泻·滋
贺·大阪·和歌山·兵库·香川·广岛·鹿儿岛）
海外：中国（上海·常州·中山）/韩国（丽水·光州）/美国（纽约）/
斯里兰卡（科伦坡）
曾获奖项

2012
JCD Design Award 2012
2007
韩国丽水景观规划国际设计竞赛
2007
广濑川桥梁与其他设计竞赛 特别奖
2005
JCD设计奖2005
2003
长滨·鐘紡社区总体营造集会所设计竞赛 审查员奖励奖
1995
仙台媒体中心公开设计竞赛 佳作
1993
大河原公园与周边设施公开设计竞赛 特别奖励奖

