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Group concept

Our purpose
• To make the chance to meet with other people
• To make their life fruitful to use telework park.

‘Wearing Two Hats’
-Connecting people to people-

=workers who balance with other things
  Ex) hobby, sub-job, housework...Backgrounds

• The trend of telework keep growing and the   　　　　
chance to meet with other people
decreasing. People feel stress for such a
circumstance.

• The number of people who are doing well in
their job and something is increasing.

二足の草鞋　　∼人と人とをつなぐ∼

〈二足の草鞋・・ここでは本業と副業・趣味・家事など両立している
人々を指す〉

背景　テレワーク傾向上昇により人と会う機会が減少。
　　　そのような状況にストレスを感じてきている人が増加
目的　人々が交流できる機会を増やしたい。
　　　より充実した生活を送ってもらいたい。

※Wearing two hats

Presenter   Miu Konabe
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Group A

Design Proposal
Telework store

purpose

background

Telework
Create

Artworks
as a hobby

Tourist spotTelework car

enables them to work when they wait for customers 

makes them easy to bring their art artworks

changes to like a store when they sell their works

Telework Park for handmade artists as hobby or second job.
They can sell and exhibit their works while working.
I will suggest some way of invigorating the local communities
with using telework car. 

・Changing the normal parking lot to the tourist area
・Connecting with tourism spot and gathering people 
・Revitalizing the region
・Expanding the opportunities for handmade artists

・There are many handmade artists in Hamamatsu
・ Handmade sales events are popular and attract many people

趣味や副業でハンドメイド作家をしている人たちが集まって、本業の仕事をしながら作品の販売・展示をすることが出来るテレワークパーク。販売
・展示中の隙間時間を利用したテレワークカーを地域活性化に繋げる利用方法の提案。
メリット
・浜松のアーティストたちの活動の場を増やす
・運搬・店舗の負担が少ない
・浜松の様々な観光地で開催することで、人がより多く集まり地域活性化に繋がる
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1、Establish a new telework park in the tourist area of Hamamatsu.
2、Each handmade artist will use a telework car to exhibit and sell their works.
3、The telework space established in the tourist area will be temporarily turned 　　　　　　　　　　　
into an event space for sales and exhibitions.

9/10
in~

I designed a collapsible shelf to set up a simple store.

If you want to use the desk for telework store, you can rent it with telework car.
The desk is easy to carry because it can be folded and change to tight.

When holding a telework store, announce it in advance on social networking 
services such as opening a telework store account on Instagram.

Yui Fujii Shizuoka University of Art and Culture

Proposals for new ways to use telework parks to revitalize communities and improve the richness of people's lives.

簡易的な店を構えるための折りたたむことの出来る棚をデザインした。
テレワークストアのためにその机を使いたかったら、テレワークカーと一緒に借りることができる。
折りたたんでタイトにできるため持ち運びが簡単。
テレワークストアを開催する際は、インスタグラムでテレワークストアのアカウントを開設するなど事前にSNS等で告知する。
新しいテレワークカーの使い方で、地域活性化や人々の豊かな生活を向上するための提案。
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Group A

Design Proposal
Telework park that connects working mother. 
”Watching telework park”

Top view

働くお母さんとその子どもたちが新しい繋がりを作ることができるテレワークパーク『見守りテレワークパーク』
コロナ禍でテレワークが広まりつつあることから、お母さんがテレワークをしながら子どもを預けることのできるスペースを考えた。このデザイン
の大きなポイントは円形の駐車場と建物で、この建物はガラス張りの託児所になっている。駐車場が建物を囲うように配置してあるため、母親
たちはテレワークをしながら子供達の様子を見ることができる。これは母親たちにとって安心できるポイントだと考える。テレワークに必要な電
源は地下に埋め込んである。

Back ground
Recently, the demand for telework is increasing. 
Because of this, many mothers are tired of 
teleworking. It can be very hard to work from 
home and many mothers feel the build up of 
stress. This affects not only mothers, but their 
children who also feel stress. 

Design points
One major design point for the telework park is the parking area and building. The 
building is a glass-walled day care center. Because it is located such that the parking lot 
surrounds the building, the mothers can observe the state of their children while working. 
Also, the battery is buried underground.
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Naho Umemoto Shizuoka University of Art and Culture

mothers can take a break in this building, the mothers who 

gathered there can interchange.

In addition, mothers can make friends through the children 

who made friends in a nursery.

Mothers and the children who work if there is 

such a place in the telework park are new each 

other; think that may interchange.

　 　 母親は建物の中で休憩したり、同じように利用している他のママさん達と交流することができる。この託児所には本やおもちゃが用意されている。また、工作や英会話レッスンな
どのイベントが開催される。そうすることで、子どもたちは退屈せずに過ごすことができる。この建物はお母さんたちが休憩することもできるため、そこに集まったお母さんたち
は交流することができる。また、託児所内で仲良くなった子供達経由でお母さんたちが仲良くなることもできる。

　テレワークパークにこのような場所があれば働くお母さんたちと子供達がお互いに新しい交流ができるのではないかと考えた。

What we can do here
Trained child-care workers take care of the children.
There are many books and toys available in the nursery. 
In addition, various events as well as English 
conversation lessons can also be held. This will allow 
children to enjoy their time and not get bored.
Because mothers can also take a break in this building, 
the mothers teleworking there can also interact and get to 
know each other. In addition, mothers can also make 
friends through their children who make friends with other 
kids in the nursery.
I am also considering covering the entire parking lot with 
a roof and using the roof as a space for children to play.

この託児所には本やおもちゃが用意されている。また、工作や英会話レッスンなどのイベントが開催される。そうすることで、子どもたちは退屈せ
ずに過ごすことができる。
この建物はお母さんたちが休憩することもできるため、そこに集まったお母さんたちは交流することができる。また、託児所内で仲良くなった子
供達経由でお母さんたちが仲良くなることもできる。
テレワークパークにこのような場所があれば働くお母さんたちと子供達がお互いに新しい交流ができるのではないかと思う。
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Design Proposal

Teşekkürler! Merhaba! Görüşürüz!

Thank you! Hello! See you again!

Dziękuję Ci! cześć! Do zobaczenia!

‘CO-MINDED’
 
- WHAT DOES TARGET GROUP WANT?

Group A

- WHAT DOES TELEWORK-PARK OFFER?

Spare time

Hobbies/ 
interests

Communicate/
talk about…

Personal life

Interests

Work related 
problems

Information 
exchange

New job 
opportunities

‘Getting co-workers with other workers who has common hobbies’

共通の趣味を持つワーカー同士のつながりを作る。
プライベートの過ごし方、趣味、新しい仕事の紹介、交流方法は自分好みで。
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WHY? - The best way to get to know your 
co-workers or other workers and to make the 
communication efficient is to invite that person to 
your personal/common interests.

HOW? - It will be an application that will 
operate through the ‘CO-MINDED’app to 
gather the workers with common interests 
together. 

ワーカー同士がつながるには好きなものからつながるのが効果的。
“CO-MINDED”のアプリは共通の趣味の人から人々を集めることができる。

Alara Ertenü Izmir University of Economics 
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Design Proposal
Connect Workers With Different Fields

Connect Workers With Different Fields via an App

Group A

The main goal is to find a means to bring out worker’s different 
skills while also connecting other workers in Telework Park areas.
How  : Developing the Telework App - Skill Sharing and Learning app

WORKERS
Looking for new ways 
to learn, teach, and 
collaborate.

Setting up personal 
account, matching 
with workers.

Meeting with other 
workers, making new 
friends, and 
expanding networks

違う職種のワーカー同士のつながり
● 様々な人々と交流する中で違ったスキルを身に着けるなどお互いに高め合えるテレワークパークを目指す
● テレワークアプリを使う

①学び、教え、コラボなど自分に合った交流方法を探す
②自分のアカウントの作成
③マッチング
④出会って友達になり交友関係を広げよう
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Serla Gultekin Izmir University of Economics 
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Monika Juchnicka  

Ebru Zelal Keskin

Miu Takahashi

Group B

Chinatsu MoriAoi Iwasaki
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Group concept

What: product, educational service, system
When: during finals, workshops, educational months, classes during the holidays

How: designing a product, system or service
Where: parking spaces, school

Who: students, teachers, families

The environment of education is currently 
undergoing drastic changes in the world. Students, 
as well as teachers and their families, are being 
asked to respond in various ways. It is believed that 
some of these environments do not allow for the 
telework required by the educational field.

Background of this theme 

A  new educational experiment

We think about new designs related to education 
based on the telework project.

Our final goal

＜背景＞

現在、世界の教育の環境が大きく変化している。生徒はもちろん教師、家族にまで様々な対応が求められている。

その中には教育現場の求めるテレワークができない環境も存在すると考えられる。

＜目標＞

このプロジェクトをもとに、新しい教育に関わるデザインを考える。

Presenter   Aoi Iwasaki
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Group B

Design Proposal

• Correspondence education
• A teacher visiting a student’s bedside
• Classroom in a hospital

Target
Students who have been hospitalized for a long time

COCODE’s services

COCODE

dispatch a driver for students

rent car that have a large space , telework function 
and a bed where you can sleep

provide parking lots or parks near hospitals

They have the stress of being in the hospital, 
the feeling of obstruction, and the loneliness.

create 
new experience

Educational support services for hospitalized students

Problem

院内教育を受ける子供に向けた、教育サービス『 COCODE』
概要：ターゲットは、病院に長期入院する子供である。彼らの多くは日々の生活（私生活から学校まで）を病院内で過ごす。そのため、閉塞感や孤独感などの
ストレスを多く抱えている。そこで、テレワークパーク事業を通して、彼らに病院とは別の新しい教育を受ける場の提供ができるのではないか。
COCODEのサービスについて  - COCODEは、学生に三つの要素を提供するサービスである。
車：広いスペースやテレワーク機能、患者が楽に横になれるベッドを備えたレンタカーの提供
人：ドライバーの派遣
駐車場：病院の近くの駐車場や公園を提供

COCODE is a service 
that provides students 
with three elements.
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Miu Takahashi Shizuoka University of Art and Culture

「 ここで学びたい 」= “I want to learn here”

Turquoise Blue Intellectuality
expansive

Orange
This shape represents a map pin

Students can choose where to learn on their own.
They can participate in society.
They can be refreshed.
It help them get out of the hospital more often.

Service for hospitalized workers
A second hospital as a waiting place for patients
Evacuation site in case of disaster

　　　　……

Various 
developments

COCODE’s 
advantages

COCODEは、「ここで学びたい」という入院する学生が学ぶ場所を自ら選択する行為を叶えることを目標に名付けた。
ロゴのターコイズブルーは青から感じる知的さと、緑から感じる開放感を合わせ持ち、オレンジはアクセントカラーであり、マップピンを表している。
COCODEの利点は、学生が自ら学べる場所を選択でき、社会への参加やリフレッシュが可能になる。
また、COCODEはさまざまな発展も可能である。学生のみではなく、入院する社会人の利用が想定できる。また、病院の近くに駐車場を持つことから、患者が
受診を待つ際の第二の待合室のような役割や、災害が起きた時の避難場所にもなり得る。
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COMORI PARK
A park where you can balance 

work and childcare.

Design Proposal

Target
Families who spend most of their time at home.

● An adult working by telework

● Children who want to play outside

Group B

COMORI PARKは子供が思いっきり遊べて、いつもと違う環境でテレワークができる施設。
家で過ごすことが増え、子供は外で遊びづらくなり、親は家の中で仕事と子育てを両立させなければならない。家はくつろぐ空間だが、閉塞感がある。仕事を家
の中に持ち込むことでくつろぐ空間が減る。そこで、家族のストレスを無くし子育てと仕事を両立でき、遊べて学べる空間を提供できるのではないかと考えた。
「COMORI PARK」は子育てをするという意味の「子守り」から取った。

1. 公園には屋根があり、公園の周りを車で囲むようにして車内から公園の中を見ることができる。
2. おもちゃのように色々な形を作ること遊び心を取り入れた。

１

２

The park has a roof and children can play inside. Parents can 
park their cars around the park and watch their children play 
while they work from the comfort of their cars.

The park was designed to be playful with various toy-like 
shapes such as circles, triangles, and squares.
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A space where families can learn and  work with each other.

Children can grow up watching their parents work.

Parents feel up their children’s growth.

Chinatsu Mori Shizuoka University of Art and Culture

● 子供は親の働いている姿や頑張っている姿を見て学ぶことができる。
● 親は子供を外で遊ばせられて、成長を見守りながら安心してテレワークをすることができる。また、自分だけの空間を持つことで集中することができ

る。
親子がいつもと違う環境で新しい視点でお互いの姿を見て学ぶことができる。
他にも、同じ境遇の人とも合うことができ、コミュニケーションの幅が広がり友達を増やすことがきる。

● From inside the park,
children can grow up by
watching their parents
work.

● They can play outside
without stress.

● Parents can work and
study in peace while
raising their children.

● You can have your
own space with a
sense of openness,
which allows you to
concentrate.

Children Parents
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Group B

Design Proposal

目標：ストレスのある状況下にいる人々に対応した、応急処置用のオブジェクトの設置
特徴：パンチができる、抱きしめられる、ぐしゃっと潰すことができる。また、オブジェクトに座ることも、揺らすことも可能。
ターゲット：常にストレスにさらされている人々。会社員や、学生。

COBUDDY

Creating first aid objects for people 
confronting stressful situations

Goal

Punchable
Huggable
Squishable
Possible to sit and swing on

Features

People exposed to constant stress
Employees
Students

Target group
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Monika Juchnicka

Waterproof 
Resistant to high temperatures
Filling: light and granular, for 
example Fagopyrum Mill

Material features

Objects hung from a tree at 
different heights. Each of the 
objects is designed for a 
particular activity.

Function

Academy of Fine Arts in Warsaw

素材：防水、高温に強い。
　　　中身は、軽くて粒状のもの。（例　ソバ粉）
機能：木から様々な高さでオブジェクトを吊るす。
　　　それぞれの活用方法により、オブジェクトはデザインされている。
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Group B

Design Proposal

The system will show you where the friends you 
have or want to see parked in the parking lot. This 
way, you can be with any friend you want.

Telework reserve system and 
space, so that you can be 
together with your friends while 
studying.

COEdu
For university students who attend distance 
classes, study and take exams.

この提案は、スペースとテレワークの予約システムを提供する。そのため、テレワークで勉強するときでも友達と一緒にいることができる。
ターゲットは、遠隔授業を受ける、勉強する、試験を受ける大学生。
このシステムは、ユーザーが会いたいと思っている友人が駐車場のどこに停まっているかを示す。そのため、仲の良い友人と一緒にいることが
可能となる。
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Ebru Zelal Keskin Izmir University of Economics

Find your 

Find available

COCODE

Comori Park

COBUDDY

CoEdu

あなたの友人や車を探し、車や駐車場を借りれるサービスになっている。
また、COCODEやComori Park、COBUDDYといった他サービスとの連携もできる。
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Nanami Irie Yasushi Kawashita

Namiki HirohamaHanna Świtkowska İrem Aydın

Group C
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Group concept

What    Service/product that provides ability to do tasks besides work.
Where  Starting with Hamamatsu.
How     With adv and services inform people then they decide the activities.
Why     Working brings some needs like exercise, eating and socializing.
             Other activities give more motivation for working and helps to get more focused.
Who     Workers, and students.
When   Whenever the person wants, morning or evening.

Besides working – eating,exercising or socialising

Definition of the Main Goal

More Than Work

A teleworker at work.

Services and products that provides a more 
efficient workplace that teleworkers would like to 
visit that parking area and can spend time without 
the need

The Main Approach

テレワークパークで、仕事以上のものを
テレワーカーがテレワークパークに行きたくなるような新たな体験価値を提案する。

efficiently motivation services
products

Presenter   Namiki Hirohama
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Group C

Design Proposal
The parking lot becomes a place for concerts 

駐車場をコンサート会場に
日中はテレワークカーで仕事をし、仕事を終えて夜になるとその場でコンサートを楽しめるシステム
ステージから流れる照明や音響はもちろん、テレワークカーの特徴である外部電源と、自動車の装備をフル活用し、テールライトを照明にしたり
オーディオを音響にしたりと見ている人たちも演出に参加できる仕組みを作り、一体感を生み出す

Using an external power supply.
Maximize the functionality of your vehicle.
The sound and lighting will be produced 
from the stage side.
It will create a sense of unity.

A system that allows people to work 
in a telework car during the day 
and then enjoy a concert in a telework car 
directly at night.

Use taillights
for lighting

Use car audio
for sound
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Working in a telework park means you don't have to travel.
The concert will become an opportunity to work in a telework 
park.
Concert venues include Halls, Domes, Live music clubs,and…
Telework Park!

Kawashita Yasushi Shizuoka University of Art and Culture

テレワーカー全員がステージを見られるように、新たにコンサート用の駐車区画線を設ける。
新型コロナウイルス感染症が収束したら他のテレワーカーと一緒にステージを楽しめるし、会話も生まれる。
現在のコロナ禍では、テレワークカーが強力なパーテーションになる。
コンサート会場に行く時間が省けるし、コンサートのためにテレワークパークで仕事をする理由の1つになり得る。
テレワークパークは沢山あるコンサート会場の1つの選択肢になる。

Together Conversations will 
start

The cars become
partitions

End of COVID-19 CurrentParking

stage

car

The parking lot has a section line 
for concerts so that all teleworkers 
can see the stage.

28



Group C

Design Proposal
Application for visiting various telework parks

多くのテレワークパークを訪れたくなるアプリケーション
背景
・テレワークパークが仕事をするためだけではなく+αで楽しむ、リフレッシュする場所にしたい。このアプリケーションはその導入。
・車で移動できる楽しさをもっと活かせるようなツールを作る。
コンセプト：小さな旅行を仕事と一緒に楽しむ
提案内容：テレワークの息抜きに訪れることができる観光スポットなどをまとめたアプリ。このアプリケーションを使う人はあくまでメインは仕事を行
うためにテレワークパークを訪れますが周辺の観光地を回って仕事の息抜きができます。

Background
Telework Park can be a place not only for working, but also for enjoying and refreshing.
Therefore I want to create a tool to make use of the fun of traveling by car.

Concept：Enjoying small trips while working.

Contents of Proposal・Function
The application will show you recommended tourists places near the 
telework park, so users can visit there after work or while break.

Benefits
Users can feel like traveling while working with using the application I made.
It’ll be able us to know and visit various places and sightseeing spots efficiently .
Increasing motivation of works
People will drive around the various telework parks, then it helps to revitalize
 the economy around the telework park.
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Nanami Irie Shizuoka University of Art and Culture

Main functions

If the telework parks spread across the country, users will be able to travel all over Japan while 
working in telework park.

Facilities
Photos

Map popular 
sightseeing spots 

and food

Store Introduction Top page

主な機能
・設備の写真
・地図
・人気の観光スポットと飲食店
・詳しい店の情報
テレワークパークが全国に広がった時にテレワークパークを巡る日本一周観光を仕事をしながらできると面白い体験になります。
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Design Proposal

“When employees felt fatigued, they took short breaks, during which they completely separated themselves

from their work. This helped them to dive back in refreshed for another productive hour of work.”

Quality of Time

Certain employees were consistently more productive than their peers, and they weren't the ones who put 
their heads down and kept working till the job was done. They were the ones who took frequent breaks. 
It is explained as follows:

Efficient Working

Group C

Charge your brain with a quick snack 
or coffee/tea.
79% of workers believe coffee breaks make them 
more productive.

Take a nap to… stay 
awake!
Just 15 minutes are enough to 
reduce sleepiness.

Reference: ABC News, The Business 
Journals, Businessweek, The Atlantic

Get away from your desk 
and move.
Short moves help 53% employees to 
feel more active and focused.

充実した時間

効率的な働き方：疲労を感じた時、完全に仕事から離れて頻繁に休憩をとる事がその後の生産性の高い働きに繋がると言われている。

①コーヒーやお茶休憩で脳を回す (79%の労働者がそれらの休憩により、生産性が向上すると考えている)
②目覚めのための仮眠　　　　　 (眠気を覚ますのに必要な時間はたった15分で十分 )
③デスクから離れて身体を動かす (53%の労働者が軽い運動により活動的になり集中力が上がると感じた)
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X consists of two adjacent open spaces with a warm 
wooden atmosphere, creating a private space for you. In 
this area, you can relax, work in your car or grab a 
coffee in the common area.

Efficient working brings some needs like eating/drinking, 
lying, and having a motivational atmosphere. X creates 
that atmosphere and how needs besides working improve 
efficiency.

Main Approach

Application of the Telepark

Telecar Work Break

Irem Aydin Izmir University of Economics 

主なアプローチ
効率的な働きには食べ物、睡眠のとれる場所、環境などが必要である。効率的に働き方を向上させるための環境・物資をテレパークに備える。
二つの隣接した開放的なスペースと木製の暖かい雰囲気で、個人のプライベートスペースを作る。この場所では、リラックスして車内で仕事がで
き、コーヒー休憩をとることができる。
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Group C

Design Proposal
Application for exercises
In sitting lifestyle it’s important to 
move your muscle for at least 30 
minutes per day, so your body don’t 
get stiff.
This application will be able to be use to make 
exercises and move during the work in the car.

The task of the application would be to remind 
people to move and prevent back and muscle pain, 
when user is sitting in the car for hours.The 
application can be connected to the renting app.

Also, another purpose of app will be releasing 
stress, and spending break time not in the phone, 
but doing something that can help our body.

運動管理アプリ
　いつでも座りがちな生活スタイルの中では1日最低30分間、筋肉を動かすことが大切。
　車内でのテレワーク、運動時にこのアプリを使用する。
〇アプリの機能
　長時間、車内で座っている使用者に体を動かすことを通知する。（肩こり、筋肉痛を防ぐ）
ツイッターなどの他アプリとも連携可能。ストレスを軽減・健康に良い休憩をとる事が目的。
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Hanna Świtkowska Academy of Fine Arts in Warsaw 

The application will include 3 stages of use. The user will be 
able to choose which state suits them the most.

First stage 
App will remind you every hour, that you 
have to move. This stage will include 3 or 4 
short exercises, to stretch your arms and 
legs. 

Second stage 
This will be proposition of more exercises customized to your 
position in the car. It will take 10 - 15 minutes. It will not only 
include stretching but also strength exercises.

Third stage 
Walking route map. There will be several 
options. User will be able to say how much time 
they want to sent on walk, and application will 

propose the optimal route.

アプリ内には3つのステージがあり、ユーザーは自分に合ったステージを使用可能
ステージ① 1時間おきにアプリが通知する。手足のストレッチなど簡単で短めのエクササイズを 3～4回する。
ステージ② 車内での使用者の体制に合わせた運動を多めにする。10～15分間ストレッチ・筋トレをする。
ステージ③いくつかのルートオプションや時間を選んで、アプリが散歩ルートを提示してくれる。
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Group D

Honami KodaHaruki Ueda

Urszula Sośnierz Yağmur Nur Çetin

Güçlü Varlık
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Group concept

Expansion

To make our work style more
comfortable. 

Our  work style has had to become more flexible 
due to the spread of COVIT-19, and, as a result, we 
need to expand.

To enlarge usable area
To use area more efficient
To increase function.

Bentenjima will be 
a prototype
弁天島がプロトタイプ

Expansion
    拡大

the area
エリア

regardless the 
destination
目的地に拠らない
more efficieant
効率性

more function
機能

anytime, anywhere
いつでも、どこでも

refreshing  while working
働きながら遊ぶを可能に

the target will be everybody  
who  work or study
働く人、勉強する人みなが
ターゲット

働き方をより快適に。より効率よく、機能的に。
新型コロナウイルスにより働き方の柔軟性が求められるなか、右の図の通
り拡大が望まれる。

Presenter   Honami Koda

36



Group D 

Design Proposal
Once-in-a-lifetime chance flag
My personal concept is "a flag that 
expands and connects work and 
work.

When this flag is up, you're working and can't talk to 
anyone, so I used the Wi-Fi symbol.　　
　　

テレワークパークでで出会った人たちが職種を超えて交われる機会を作りだす旗「一期一会フラッグ」　　
・この旗は車に刺すことができます。
・旗はリバーシブルになっており状況によって簡単に切り替えることができます。
・この旗は予約することでテレワークパークの利用者は誰であっても借りることができます
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                             Haruki Ueda     ShizuokaUniversity f Art and Culture 

When this flag is up, you're 
working and can't talk to 
anyone, so I used the Wi-Fi 
symbol.　　

When the flag with this symbol 
is up, you are free and can talk 
to them, I used the cartoon 
speech bubble symbol.　　

・Wi-Fiのマークが描かれた面と吹き出しのマークが描かれた面があります。
・Wi-Fi面の旗が立っているときは仕事中であることを示し、逆に吹き出し面の時は会話ができると示せます。
・ここに乗せているのは「IT」と「公告業」の2種のみですが業種の数だけ旗のデザインは存在します。
・旗はトリコロールを参考に3色で構成されておりデザインを見るだけで職種、状況等を簡単に察知できます。
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Multifunctional table

Group D　

Changing position is very important at work. This not only allows 
you to maintain a healthy posture, but also burns calories. The 
average person should sit for about 45 minutes and stand for 15 
minutes. Different table settings allow you to create new situations 
and concentrate better. You can invite friends to the table or 
arrange a meeting.

仕事において体勢を変えることはとても重要です。これにより、身体に優しい姿勢を保つことができるだけでなく、カロリーを消費することができ
ます。平均的な人の場合、座っている時間は約45分、立っている時間は15分と言われています。テーブルのセッティングを変えることで、新し
い場面を作り出し、集中力を高めることができます。友人をテーブルに招待したり、ミーティングをアレンジすることもできます。
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Academy of Fine Arts in Warsaw

Urszula Sośnierz

Group 

table shown in suzuki carry
スズキのキャリイでテーブルを使うイメージ

Academy of Fine Arts in Warsaw
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Group D 

Design Proposal

利用者はほとんどの時間をテレワークカーの中で過ごします。しかし、車内には広いスペースがありません。
つまり、この限られたスペースを効率的に使う必要があります。
そこで私は機能を拡張するテーブルのデザイン「Multifunctional Table」を提案します。
このテーブルはある2つの機能を有しています。ゴミ箱と棚の2つの役割を果たすのです。

Multifunctional Table

People spend most of time in the Telework-car. 
There is no large area in the car.
People need to use this area in an efficient way. 

I expand the functionality of the table.

- Table as a bin

- Table as a shelf
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私が提案するデザイン「Multifunctional Table」の詳細です。
図のようにして使用することでゴミ箱と棚として活用できます。

  Yağmur Nur Çetin      Izmir University of Economics
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Group D 

Design Proposal

私が提案するのは使用エリアを外まで広げるデザイン「Expansion the usable area」です。

Expansion the usable area
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デザインの詳細を説明します。
・これは我が友がデザインしたテーブルです、使いやすさは保証します。
・ラップの構造もまた使いやすい仕組みの一つです。
・エアーコンディショナーは快適で空間作りを可能にします。

Güçlü Varlık      Izmir University of Economics
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Doruk Şentürk

Group E

Miu Ohhira

Yuki ArakawaPaweł Olszewski
45



Group concept

1. To make the telework more attractive

2. To remove the tele worker’s stress and
loneliness

Functionality of telework park

Our goal is to create a telework 
park where people can find value 
and experience outside of work.

At present, telework park has only Wi-Fi access 
and power supply as of now. People only use 
the telework car for work. It’s very simple 
system. 
 We thought that by bringing together a variety 
of functions, we could solve some problems 
that teleworkers felt when working.

Background

Our goal

背景
現在、テレワークパークには Wi-Fi環境と電源しかありません。人はテレワークカーを使って仕事をするだけです。非常にシンプルなシステムで
す。様々な機能を集約することで、テレワーカーが仕事をする上で感じていた問題を解決できるのではないかと考えました。
目標
1.テレワークの魅力を高める
2.テレワーカーのストレスや孤独感を取り除く
私たちが目指すのは、仕事以外の価値や経験を見いだせるテレワークパークです。

Presenter   Yuki Arakawa
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Group E

Design Proposal
Gaining value by moving in the telework park

Back ground

移動することで価値を得る
『機能的かつ開放的』
背景
狭い車内でテレワークを行う現在のテレワークパークの利用方式は少し面白みにかけるものです。窮屈な状況で閉じ込まれながら仕事をして
いるため長時間居るとストレスを感じてしまうようです。

“Functional and open”

The current telework park system, 
where teleworkers work in a small 
car, is a bit uninteresting. It seems 
that people feel stressed when they 
stay for a long time because they 
are working in a cramped and 
confined situation.
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Yuki Arakawa Shizuoka University of Art and Culture

The space can be a 
place for interaction.
The surrounding 
scenery can also be 
enjoyed from there.

・Shared space for everyone to relax

・A place to sit when you get out of the car
A place can be used 
by groups for 
meetings, etc. People 
can take off their 
shoes and step down 
directly from their 
cars. 

・The bridges to cross to the other comes out of the floor.

・The central space with several functions
The central space 
could be a place which 
has various work 
necessities such as a 
printer among other 
things, a car where 
food is served, and 
there will also be a 
simple store.

The bridge that 
connects them is 
stored under the floor. 
And the main power 
supply is under　the 
floor, so you don't have 
to worry about the rain.

デザインポイント
・車から降りたら座る場所がある
団体客のための簡易的な会議スペースになります。
自動車から直接そこに靴を脱いで降りることができます。
・リラックスできる共有スペース　
交流の場になります。周辺の景色もそこから楽しめます。

Design points

・いくつかの機能を持つ中央スペース　 　
中央の空間にはいくつかの機能を持たせます、プリンターなど
仕事において必要なもの、食べ物が提供されている車、簡易
的な売店などです。
・床下から他のスペースに渡るための橋が出てくる
それらをつなぐ橋は床の下に収納されています。主電源はそ
の床下にあるので雨の心配は入りません。 48



Group E

Design Proposal
Entering a new world through work
-Current Telework Park
The current telework park is a place where people from all 

walks of life gather, yet there is no interaction between 

people.

-New Value
I wondered if it would be possible for people who gather at 

the telework park to stimulate each other and further 

expand their world. From this, I designed an application 

which can connect people.

「仕事を通して、新しい世界へ」
-現在のテレワークパーク
様々な人が集まるにも関わらず、人々の交流が無い…。

-新しい価値
テレワークパーク に集まる人々が互いに刺激を受け、さらには新しい世界を広げられないだろうか。そう考えて1つのアプリケーションをデザイン
しました。

One application

Businessman Others

Student Designer
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Miu Ohira Shizuoka University of Art and Culture

Design Proposal
Teleco : Telework × Connection

「人々の交流を生み出すアプリケーション」
・トップページ
・マップページ：周辺にどのテレワークパークがあるのか、そこにある設備、利用状況などが分かります。
・プロフィールページ：プロフィールを入力すると、どの場所に誰がいて、どんな設備を持っているか分かります。
・サービスページ：利用ポイントを貯めると、割引クーポンが使えたり借りられるグッズが増えたりします。

Images

Map page Profile page Services page

You can find out which telework 
parks are in the vicinity, equipment, 

and how many are in use.

By entering your profile, you can tell 
each other who is in which location 

and what equipment they have. 
(Optional)

The more points you accumulate, 
the more discount coupons you can 

use and the more goods you can 
borrow.

-The application that can create interaction between people

Top page
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Design Proposl
Auxiliary Workstations
POP(Personal Office Partner) パーソナルオフィスパートナー

Group E

Productivity　生産性　
Group work　グループワーク
Work efficiency　作業効率

Objectives 目的
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POP is a mobile workstation designed to meet the 
professional needs of people who come to work at the 
Telework Park in Bentenjima. The purpose of this design 
is to create a better work experience with the services it 
offers. Basically, the printer, located in an office 
environment  to create a more attractive working 
environment for the audience planned to work in the 
Telework park. POP is designed to provide a working 
experience. 

POPは、弁天島のテレワークパークで働く人々の専門的なニーズを満たすように設計されたモバイルワークステーションです。 この設計の目的
は、提供するサービスでより良い作業体験を作成することです。 基本的に、テレワークパークでの作業を計画している聴衆にとってより魅力的な
作業環境を作成するためにオフィス環境に配置されたプリンター。 POPは、作業体験を提供するように設計されています。

Doruk Senturk Academy of Fine Arts in Warsaw
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Design Proposal

Group E

Concept of modular car which was designed to various role in 
telework park using different modules. Each of modules has specific 
functions for different job. Autonomous mode and electric motor 
technology, allow users to be focusing on job during driving and 
getting more spaces which create comfortable interior to work,relax 
and spend nice time in telework park.

DARUMA / だるま

Windows that are integrated into the body and form a coherent form.

コンセプトはさまざまなモジュールを使用してテレワークパークでさまざまな役割を果たすように設計されたモジュラーカーです。各モジュールに
は、さまざまな仕事に対応した固有の機能があります。自動運転モードと電気モーター技術により、ユーザーは運転中の仕事に集中し、より多
くのスペースを確保して、快適なインテリアで仕事をしたり、リラックスしたり、テレワークパークで楽しい時間を過ごしたりすることができます。
窓は車体に組み込まれ、まとまりのある形を形成しています。
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shopping 
module

standard 
module

bigger module for 
team work

service 
module

delivery 
module

サービスモジュール

配達モジュール
標準モジュール 団体のための

拡大モジュール
ショッピングモジュール

Paweł Olszewski OlszewskiAcademy of Fine Arts in Warsaw
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