
A resort spot for only you.



家が家族だけの BBQ レストランに。
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「COLORS があると、家がリゾートになります」

リゾートの語源は、 フランス語の 「re  sortir」 で、 「再び訪れる」 という意味を持ちます。

私たち PASIO は、 世界中のリゾート地を訪れ、 滞在し、 その空間の美しさ
そこで過ごす時間の快適さ、 楽しさを経験してきました。

そして、 我が国の住まいやライフスタイルに 「リゾート空間」 を取り入れたいと強く感じるようになりました。

リゾートに必要な要素は 「外」 を楽しむことだと我々は考えます。 外をどう楽しむのか。

食事やお酒を楽しむ
屋上でプールやジャグジーを楽しむ

リクライニングチェアーでおもいっきりリラックスする

この 3 つがリゾートを経験しつくしてきた我々の答えです。 COLORS は非日常を日常にしてくれます。

COLORS があると、 家がリゾートになります。
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BBQ grill

Kitchen & Dining
“Eat”
Kitchen & Dining, BBQ grill for COLORS

生活の中の豊かさで最も重要なことと言っても過言ではない、 『食べる』 ということ。
COLORS ではコンロ付きのリビングセット、 Kitchen & Dining 。
又、 本格的 BBQ ができるガスグリル、 COLORS BBQ グリル があります。

お友達を呼びたくなる空間。
自宅での楽しみが広がります。

青空の下で家族と食事をしたり、 夕暮れ時に友人と笑い合いながらお酒を片手にお肉を焼いて食べたり。

1 日のどこかで外でゆっくりと時間を過ごし、 美味しい食事を頂くことで、
リフレッシュできる時間を得られ、 豊かな時間を過ごすことが出来ます。

予約不要の家族だけの BBQ レストラン。

COLORS があれば、 自宅がリゾートになります。

Kitchen & Dining

BBQ grill

COLORS があれば、 BBQ 場やキャンプ場の予約の手間もいらない。

群を抜いた性能と安全性で高く評価されている Broil King( ブロイルキング ) シリーズの Porta-chef( ポータシェフ )。
保温性に優れ、 食材の火通りが早く、 燃料の消費量も抑えられます。
汚れも簡単に落ちる優れもの。

これがあれば、 流行りの低温調理のお肉も簡単に。
スーパーで手に入る輸入の牛や豚や鳥でも、 この BBQ グリルがあればとてもみずみずしく 
旨味が詰まった状態で焼くことができます。

グリルスタンドは、 トングや調味料の置き場所や使い勝手も考慮し、
従来のシンクと並べればシステムキッチンにもなります。
ツーバーナとコンロで同時調理も可能なので、 料理の提供も時間がかかりません。
自宅で本格的な BBQ が実現できる、 夢の新商品！

COLORS の 「キッチン＆ダイニング」 は、 ゆったりと深く座れる低いソファと
ちょっとした調理に使えるコンロ内蔵のテーブル、 そしてシンクが含まれています。

素足でくつろげるよう、 足元には人工芝と同じ素材のラグ。
家族や友人と食事を楽しみ、 くつろげる空間を目指しました。

本格的なお料理もできる火力のしっかりしたコンロなので、
キッチンで料理を作ってから運ぶのはなく屋上でゲストをおもてなししつつ調理できるのが COLORS の魅力です。

出来たてのお料理を家族や仲間と頂き、 語り合い、 楽しいひと時を共有できます。

屋上や自宅の空間が、 COLORS の家具を置くだけでリゾートになります。

食
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水場
“Water”
Sky bath for COLORS

もしも自宅に露天風呂があったら ・ ・ ・
「COLORS」 はそんな夢のような想像を現実にしてくれます。

屋上へ上がれば、 いつでも好きな時に入れる Sky bath。
自慢のプライベートエリア。

夏はクールダウンプールとして、 いつもは高級旅館のような家族専用露天風呂。
水場があるとグッとリッチになります。

夏に冷房の効いた部屋も良いですが、 屋上に上がってぬるめのジャグジーでスッキリするのも気持ちが良いです。
日差しが気になる時はシェードで遮れば気になりません。

自宅プールで贅沢な時間をお過ごしください。

COLORS スカイバスがあれば、 自宅がリゾートホテルや高級旅館に。

癒

“Relax”
Home bar, Relaxation for COLORS

Home barHome bar

少し気分を変えて一杯飲みたいときは、
屋上へ一歩外へ出るだけで、 プライベートなバースペースへ。

夜風に当たりながら夜景や自然を見ながらお酒を頂く、
そんな素敵なバーがご自宅で楽しめます。

RelaxationRelaxation

屋上 × ひとり時間。

とっておきの美味しいお茶をに入れて、 寛ぎながら
読みかけの本を読む休日。
ちょっと日常に疲れた時の為の、 自分だけの時間
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癒
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COLORS white COLORS black上質と洗練さを感じさせるライトトーンの [ White ] 知的な優雅さを感じさせるダークトーンの [ Black ]
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Kitchen & Dining Rooftop items by COLORS

Low dining sofa

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、 汚れていても
水洗いが可能です。 逆に編み込まれたコー
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。

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。 ゆったりと腰かけてい
ただける 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。

Low dining table

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

天板を取り外すと、 調味料などが置けるサ
イドテーブルになります。 しかも、 外した場
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 です。

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。

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

屋上にもうひとつの 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。

BBQ grill Rooftop items by COLORS

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
ンを強く印象付けるのは、 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。 やがて裸足になって
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。

BBQ Grill stand

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
　W810×D500×H810

BBQ グリルと COLORS をデザイン的に調
和するために設計された専用のスタンドで
す。熱から守るプレートも装備されています。
フロントプレートは、 塩、 コショウなどを入
れておけるデザインとなっており、 使い勝手
もとても良いものです。

BBQ Grill

color
　ブラック
　（COLORS white / black）
material
　スチール、 アルミニウム
size
　W675×D445×H320

大容量で、 大きな塊肉にも火を通せる本
格的なガス BBQ グリル。
ホーロー引きの網なので。 錆にも強くお手
入れも簡単です。 熱源も、 最も簡単に入
手できる CB 缶を 3 本連結で使えます。

※ 弊社ウェブサイト、 カタログに記載された製品および仕様は、 製品の改良などのために予告なしに変更（仕様変更、 製造中止を含む）することがありますので、 ご注文に際しましては、 ウェブサイト、 カタログに記載された情報が最新のものであることを、 弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。
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Home bar Rooftop items by COLORS

Bar table

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、 このテーブルあたりが、
もうひとつのたまり場にもなると思います。

Bar 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
　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良く、 耐久
性に優れた人工ラタンです。

Bar deck

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、 裸足
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。

Relaxation Rooftop items by COLORS

Grass

material
　ポリエチレン、 ポリプロピレン

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、
当然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。

Reclining chair

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。

Side table

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。

New reclining 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
　W680×D1950×H185

他の家具と同素材、 同色のリクライニング
チェアーが遂に登場。 多段階でお好みの角
度で調整でき、 リラクゼーション効果、 寝
心地ともに抜群のリクライニングチェアーで
す。

New side table

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
　W410×D410×H415

飲み物やタブレット、 スマホを置いたり、 と
ても便利なサイドテーブル。 中には外で使う
小物も入れておける便利なデザインとなって
います。

※ 弊社ウェブサイト、 カタログに記載された製品および仕様は、 製品の改良などのために予告なしに変更（仕様変更、 製造中止を含む）することがありますので、 ご注文に際しましては、 ウェブサイト、 カタログに記載された情報が最新のものであることを、 弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。
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Option - sky bath Rooftop items by COLORS

Buth tub

color
　ホワイト
　（COLORS white /  black）
material
　アクリル
size
　W1795×D1130×H510 / 容量 : 385ℓ

COLORS のオススメ 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
品な肌触り、 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。 熱くも冷たくもない 35
～ 36 度の不感温度で、 どうぞ。

Frame

color
　ウォームグレー
　（COLORS white /  black）
material
　人工木材、 アルミニウム
size
　W2735×D2090×H615 / 柱 : H2515

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。

Option Rooftop items by COLORS

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% 以上も遮蔽する生地を使用
したパラソルをご用意しました。 頑丈な作り
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。

Ball stand light

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、 その珠玉のじかんを満
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。

Round pot

color
　ホワイト（COLORS white）
　グレー（COLORS black）
material
　ファイバーストーン
size
　Φ500×H440

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。

Long pot

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

13 ※ 弊社ウェブサイト、 カタログに記載された製品および仕様は、 製品の改良などのために予告なしに変更（仕様変更、 製造中止を含む）することがありますので、 ご注文に際しましては、 ウェブサイト、 カタログに記載された情報が最新のものであることを、 弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。
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2018 年 12 月吉日
CEO　岡崎 富夢

開発者の想い
日本でいちばん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。

私の屋上好きは 20 代の頃のリゾート旅行の経験がきっかけだ。
田舎の普通の家庭に育った私は、 就職するまで海外旅行も沖縄の高級リゾートホテルにも泊まった経験がなかった。
TV や雑誌で見るリゾートに憧れ、 いつか行ってみたいと強く思うようになった。

就職して上京し、 毎日必死で働いて収入も少しずつ上がっていった。
そして 20 代の半ばには、 長期休暇の時にリゾートに行けるようになった。

その時の感動は今でも忘れない。

きれいなビーチ、 プール、 テラス、 ルーフトップバー。
プールサイドで美味しい食事を食べながらお酒を飲む。
リクライニングチェアーに寝転がって本を読み、 昼寝をする。

朝から晩まで観光地を巡るのが 「旅」 だと思っていた私は、 「何もしない贅沢」 の素晴らしさを知った。

毎年のように沖縄、 グアム、 ハワイ、 そしてバリ島などのアジアリゾートに行くようになった。
そしていつしか日本で暮らす日々の中に 「リゾート」 を取り入れたいと強く思うようになった。

リゾートを研究し、 要素を分解し、 理解した。
日常にリゾートを取り込むには、 国土が小さくて土地が高価な日本では、 屋上やバルコニーが最適だと考えた。
屋上に適した家具、 床材、 防水、 屋外ジャグジーなどのアイテムをデザインし、 製品化した。
2015 年に販売をスタートして、 今では年間 1,000 を超える家庭で COLORS が使われるようになった。

屋上で BBQ や鍋をつついて 「食」 を楽しむ。
屋上ジャグジーを夏はプールとして、 春秋冬は露天風呂として楽しむ。
リクライニングチェアーで本を読んでくつろぐ。
ホームバーでお酒と会話を楽しむ。

日本のライフスタイルに 「リゾート」 を取り入れたい。
私の夢が形になった製品、 COLORS。

COLORS があると家がリゾートになります。
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How to buy

- ご購入方法- 施工事例

case.1　新築住宅

- COLORS 標準装備の企画住宅　「casa sky」

屋上に COLORS と sky bath が標準装備された企画住宅。

1 階にはたっぷりの収納と 3 つの個室、 2 階には明るく広々とした
リビングが配置されています。 住宅としての基本性能を備えた上で、 購入後の家族の幸せを考えて作られた家。

全国の加盟店からご購入頂けます。 加盟店一覧に関しましては、 ホームページをご覧下さい。

case.2　既存の住宅に COLORS アイテムを載せる

COLORS は、 アイテムのみの販売もしております。
まずはお問い合わせください。

お問い合わせ：https://pasio.biz/contact/

アイテムの一部は、 以下からご購入頂けます。

オンラインショップ：https://pasio.thebase.in/

- 注文住宅に COLORS を搭載する

注文住宅などに COLORS を搭載する場合、 搭載のために必要な家の構造などの条件があります。
まずは、 ご相談の工務店にお問い合わせください。
COLORS 搭載の家を建築できる全国の工務店一覧に関しましては、 ホームページをご覧下さい。

ご購入方法：https://pasio.biz/howtobuy/

本家 COLORS は、 新築 「戸建」 を対象としていて、 あくまでも普通の屋根の家では味わえない、 ライフスタイルを味わえるものである。

- 雨の日も、風の日も、出しっぱなしで。

ソファのクッションは日差しや雨で布地が汚れてしまうことがあります。 使わないときは手間なく収納できるよう保護カバーをお使い頂くか、 室内に保管して下さい。
又、 家具には床材と固定する金具がついています。 雨の日も風の日も出しっぱなしで大丈夫です。 風の強い時でも、 飛ばされる心配はありません。

COLORS のアイテムは、 外に出しっぱなしでも問題なく、 汚れても水洗いができるよう、 耐久性 ・ 耐候性の高い素材を使用しています。

高知県 : 株式会社 建匠

愛知県 : 株式会社 ウイング山形県 : シエルホームデザイン 高知県 : 株式会社 建匠

三重県 : ハウスクラフト株式会社高知県 : 株式会社 建匠

※台風が直撃の場合等は、 室内に入れる、 角に寄せてロープで縛る等の対策が必要となります。



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 1001
TEL：078-587-5698

WEB：https://www.pasio.biz/
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