
株式会社PASIO
〒651-0091　
兵庫県神戸市中央区若菜通6-4-24セントラルハイツ三宮東302
WEB：https://www.pasio.biz/
facebook:Colors -屋上デザイン-　（www.facebook.com/pasio.colors）
vol.7



 



残念ながら日本の屋上にはまだ、ハードの機能しかない。
たまにお茶を飲むだけのもうひとつのリビングぐらいの役割しかない。
つまりソフトがない。

COLORSには、過ごすスペースによって機能を変える
「3つのソフト」があります。
スマートフォンが、アプリによって、電話になったり、
音楽プレイヤーになったり、ネットの端末になるように。

それは、「キッチン&ダイニング」というソフト。
「ホームバー」というソフト。
「リラクゼーション」というソフト。 

この3つのソフトをゾーニングしながら、
ラインとディテールを極め、美しくデザインしたのが、
「COLORS white」と「COLORS black」の2タイプです。

屋上をただ施工する人たちは、今、可能なことしか考えませんが、
PASIOは、明日や未来に何ができるか思い描きます。 
とりあえずの屋上から、デザインされた屋上へ。
日本もこれからそういう時代になります。            

We are Rooftop Designers. 
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COLORS white
上質と洗練の白
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ROOFTOP ITEMS OF COLORS

Kitchen&Dining

Low dining sofa

Low dining table

Low dining chair

color
 ベージュ(COLORS white)
 ブラウン(COLORS black)
material
 ポリエチレン、アルミニウム

size
 W600×D750×H710(SH300)

COLORS whiteのKitchen&Dining
ゾーンのファニチャーに採用した色
は、上質で気品のあるベージュ。そし
てCOLORS blackには落ち着きがあ
り、しかもエレガントに映える色、ブ
ラウンを採用しました。フォルムはシ
ンプルでスクエア。ゆったりと腰掛け
ていただけるPASIOデザインです。

color
 ベージュ(COLORS white)
 ブラウン(COLORS black)
material
 ポリエチレン、アルミニウム
size
 W900×D700×H400

天板を取りはずすと、調味料などが置
けるサイドテーブルになります。しか
も、はずした場所にはバーナーコンロ
が置けるなどスペースを有効利用でき
る設計になっています。日常的に屋上
で調理しながら食事を楽しんでいただ
きたい。美しさだけではなく機能性に
もこだわるのがPASIOデザインです。

Sink

color
 ベージュ(COLORS white)
 ブラウン(COLORS black)　
material
 ポリエチレン、アルミニウム

size
 W700×D500×H810

手を洗う。ちょっとした調理に使う。
軽く食器をゆすぐ。植物に水を与える
…。水が必要な時に階下にまでわざわ
ざ降りる必要がなく、屋上にあると何
かと便利なのがシンクです。骨格はア
ルミ素材で、水に強い人工ラタンの素
材採用。こちらもPASIOのオリジナル
デザインです。

Lag

color
 ブラウン(COLORS white)
 シルバー(COLORS black)
material
 ポリエチレン、ポリプロピレン
size
 2400×2000

屋上にもうひとつPASIOらしい装飾
を加えたい。しかも天候など気にせ
ず、いつも美しくセットアップされ
ているのが望ましい。そこで採用し
たのが人工芝素材のラグです。全体
の色彩を考えてCOLORS whiteには
ブラウンを、COLORS blackにはシ
ルバーを敷きました。裸足がまた、
気持ちいい。  

Tile

color
 モダンホワイト(COLORS white)
 ダークネイビー(COLORS black)
material
 磁器質タイル
size
 300×300×H50

COLORS whiteのKitchen&Dining
ゾーンを強く印象づけるのは、上品で
洗練された美しい白のタイルです。新
しいエスパドリューを履きたくなる。
やがてハダシになって歩き回ってみた
くなる。太陽のもとでは鮮やかに白
く、夜はしっとりと白い白です。
COLORS blackは海外の高級リゾー
トホテルを視察した時、一目惚れした
色で、プロダクト名をCOLORSと決
めた時から採用したかったタイルで
す。自宅にいながらドレスアップした
くなる優美な色。極上のワインを惜し
みなく開けたくなる色。屋上をエレガ
ントに演出します。   　　

Two burner

color
 シルバー
 (COLORS white / black)
material
 ステンレス、アルミニウム、スチール
size
 W540×D325×H115(収納時)

約3.9キロと軽量でカセットボンベ式で
ありながらMAX3,900kcal/hの高出
力。火力調整が可能で、とろ火も
OK。ダッチオーブンなどの大型の鍋
にも対応し、本格的な料理も可能で
す。屋上をもう一つのキッチンに。こ
れもPASIOの屋上思想のひとつです。
メンテナンスもカンタン。  
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color
 ベージュ(COLORS white)
 ブラウン(COLORS black)
material
 ポリエチレン、アルミニウム
size
 W1500×D750×H710(SH300)

骨格はアルミ素材、シートには人工ラ
タンと呼ばれる高密度ポリエチレンコ
ード素材を採用。雨や紫外線に強く、
汚れても水洗いが可能です。密に編み
こまれたコードは、しっかりとして、座
り心地もよく、やさしい手触り。もちろ
んPASIOオリジナルのデザインです。



Home Bar 

Bar table Bar chair

Bar deck

Reclining chair Side table

Grass

Relaxation

color
 ウォームグレー
 (COLORS white / black)
material
 人工木材
size
 W2400×D1200×H100

Home Barのゾーニングを演出するの
が、一段上がったこのバーデッキです。
素材は再生木から生まれ天然木の風合
いのある人工木材。腐らず、ささくれ
ず、素足でも安全な仕上げを施しまし
た。またデッキ表面の温度上昇も軽減
することから、日中でも過ごしやすい
空間をつくります。

color
 ベージュ(COLORS white)
 ブラウン(COLORS black)
material
 ポリエチレン、アルミニウム
size
 W360×D360×H770

Home　Barゾーンも思い立った時に
日常的に利用していただきたい。しか
も、いつでも非日常を味わえる場所で
あるべきだ。そう考えて、本格的なバー
チェアーを2脚ご用意しました。骨格は
しっかりとしたアルミ素材。シート素
材は、座り心地がよく、耐久性に優れた
人工ラタンです。 　　

color
 ホワイト(COLORS white)
 ダークグレー(COLORS black)
material
 ポリエステル
size
 W700×D1720(～2040)×H990(～390) 

高級ヴィラの必須アイテムであるリク
ライニングチェアーも、もちろん標準装
備。優美なイタリアンデザインである
ことに加え、軽量で女性の方にも扱い
やすく、しかも耐久性のあるプラス
チック素材です。4段階リクライニン
グで気分に合わせてココチいい角度に
調整が可能です。　　

color
 ホワイト(COLORS white)
 ダークグレー(COLORS black)
material
 ポリプロピレン
size
 φ600×H400

Relaxationゾーンにリクライニング
チェアーとセットになっているのがこの
サイドテーブルです。ドリンクやス
ナック、スマホ、サングラス、読みかけ
の本などが置ける便利な屋上アイテム
です。こちらも軽量で取り扱いがしや
すく、耐久性のあるプラスチックを採
用しています。         

material
 ポリエチレン、ポリプロピレン

color
 グレー
 (COLORS white / black)
material 
 アルミ鋳物、メラミン樹脂
size
 W665×D665×H1080（天板 φ590）

お気に入りのドリンクをそれぞれ持ち
寄り、屋上からの眺めを楽しみながら
バーチェアーに座って向き合う時に、
ちょうどいい高さのバーテーブルもご
用意しています。ルーフトップパー
ティーの際は、このテーブルまわりが、
もうひとつのたまり場にもなると思い
ます。　
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ROOFTOP ITEMS OF COLORS

初めてご覧になった方は驚きます。鮮
やかなグリーンの発色もさることなが
ら、根元には枯れ芝がちりばめられ、
細部にまでリアルに、天然芝の質感を
再現しているからです。耐摩耗性、耐
候性、耐水性に優れ、ほとんどお手入
れの必要もありません。時には素足で
優雅にお過ごしください。



Option

Ball stand light

Spot light Long pot

color
 ホワイト
 (COLORS white / black)
material
 プラスチック、ポリエチレン
size
 φ250×H240

ルーフトップ生活の醍醐味のひとつは、
夜。そこでPASIOは、その珠玉の時間
を満喫していただくために、照明計画
も緻密にデザインしました。採用し
たのがオブジェとしてもキュートなボー
ル型のスタンド。LEDライトで裏面
にON/OFFスイッチが付いています。 

color
 ブラック
 (COLORS white /  black)
material
 アルミダイキャスト、ガラス
size
 W120×D190×H143

照明計画のもうひとつはスポットライ
トの採用です。Home Barのゾーニン
グをムーディーに表現するもよし、植物
に照らし影をつくりだすことで空間の
立体感を演出するもよし。来客によっ
て、気分にあわせて、あなたの屋上の
好きな場所に光を当ててお楽しみくだ
さい。

material
 ファイバーストーン
size
 W350×D350×H1000

この存在感のある背の高いポットに植
物があるだけで、ルーフトップ全体が豊
かな癒し空間になります。素材はFRP
に石を練りこんで強度を高めたもの
で、軽量で扱いやすく、石の素材感もあ
る屋上に必要不可欠なアイテムです。
※植物は含まれません。　

Round pot

大型のポットに大きな植栽を大胆にあ
しらえると、たとえ都心の屋上であって
も、大自然の中のラグジュアリーなリ
ゾートテラスに一変します。素材は　
FRPに石を練りこんで強度を高めたも
ので、軽量で扱いやすく、石の素材感も
感じられます。
※植物は含まれません。

color
 ホワイト(COLORS white)
 グレー(COLORS black)

Parasol
color
 ベージュ
 (COLORS white / black)
material
 パラソル：ポリエステル、支柱：天然木
 ベース：スチール、鋳物
size
 φ2700×H2515/支柱φ38/ベースφ530×515

晴れた日こそ、PASIOの屋上で日がな
一日過ごしていただきたい。そう考え
て、紫外線を94%以上も遮へいする生
地を使用したパラソルをご用意しまし
た。頑丈な造りでなおかつ上品なデザ
イン。使用しない時はカンタンにたた
むことができます。オプションですが
なかなか手に入らない製品です。ぜひ
ご検討ください。

material
 ファイバーストーン
size
 φ500×H440　　

color
 ホワイト(COLORS white)
 グレー(COLORS black)
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Option-SkyBath
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COLORSのリコメンドNO.1オプショ
ンが、このスカイバスです。スクエ
アなフォルムで上質な肌触り、そし
てココチいいバブル。しかも誰もが
驚かれる価格。夏はリゾートヴィラ
のようにクールダウンのプールとし
て、冬は露天風呂として日常的にご
使用いただける非日常アイテムで
す。熱くもなく冷たくもない35～36
度の不感温度で、どうぞ。

material
 アクリル
size
 W1795×D1130×H510 / 容量：385ℓ　

color
ホワイト
(COLORS white / black)

バスタブ

体が温まったら寝そべることができ
る寝そべりエリアがついています。
マットを敷いて、心地よく体を横た
えることができます。シェードには
紫外線遮蔽率90%の生地を使用。

material
 人工木材、アルミニウム
size
 W2735×D2090×H615 / 柱：H2515　

color
ウォームグレー
(COLORS white / black)

フレーム
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日本で、一番屋上が好きな男だと思う。 

屋上が、好きで、好きで、たまらない。数年前、屋上に特化した会社を始めた。
ラグジュアリーを極めた屋上やシンプルを追求した数千の屋上を作ってきた。
同時に世界中の屋上を見て回って、猛勉強した。やがて、このままではいけないと
感じるようになっていた。人間の生活をベンリにするのが「文明」だとしたら、
人間の生活を豊かにするのが「文化」だという。屋上はまさしく後者だ。
閉塞感の漂う日本、家に屋上があるだけで救われる。光、風、四季、集い・・・。
屋上に上がるだけで癒される。そして明日の活力が湧いてくる。人間を豊かにするのが屋上だと思う。
単なるビジネスとして屋上を考えていたら文化には到達できない。
もっともっと屋上に対する情熱が必要だ。そこでこのPASIOを新しく立ち上げた。

PASIOが目指すのは、「屋上の民主化」だ。
屋上不毛の国に「世界標準以上の屋上」を「適正価格」で「万人」に届ける。
それは、屋上によって人の生き方を変える「ルネサンス」、いわば「人間復興」でもあると信じている。
エンジニアリングやマーケティングよりも、デザイン中心の企業を目指す。
それは単にカタチや装飾を指すのではない。
その存在、機能、可能性が生み出す意味を考え、命を与えること。
ユーザーにどんな体験をもたらすかを自ら想像すること。
PASIOは人の人生を彩るために、情熱を注ぐことを惜しまない。

春、屋上から見える山が、緑で大きくなったように感じます。
大好きな、大好きな屋上に、僕は今、帰ってきました。

                                                                              

We are Rooftop Designers.
 

2015年5月吉日

CEO 岡崎富夢

製品・仕様は予告なく変わる場合があります。
実際の製品と写真とは、色が異なって見える場合があります。
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