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2018 年７月 19 日 
                              グローバルベイス株式会社 
                        

動物病院院⾧監修! ペットと快適に暮らせる本格リノベーションプラン 
「マイリノペット」本日より提供開始 

第一弾は、猫と暮らすためのリノベーション「マイリノペット for ねこ」 
 

~モニター先着３組募集!プロのカメラマンによる撮影もプレゼント!～ 
 

 
 

 グローバルベイス株式会社（以下、「グローバルベイス」）は田園調布動物病院（住所:
東京都大田区）と提携し、ペットと人が快適に心地よく、健康的に過ごすためのリノベーシ
ョンプラン「マイリノペット」を田園調布動物病院 田向健一院⾧監修のもと提供いたしま
す。第一弾として、猫と暮らすためのリノベーションプラン「マイリノペット for ねこ」を
本日より提供いたします。 

 

 現在約 1844 万頭iの犬・猫が人間と一緒に暮らし、また平均寿命も犬が 14 歳、猫が 15
歳と延びていますが、人間とペットが共生する環境はまだまだ整っていません。ペット飼育
可のマンションも増えていますが、人が暮らすための空間であって、ペットが楽しく健康的
に暮らすことを想定した部屋作りを行っている物件は、まだまだ少ないのが現状です。マイ
リノペットは、獣医師と一緒にペットと人が、一緒に暮らすことにより生じる負担を減ら
し、ペットも人も楽しく健康的に⾧生きできる住まいづくりを行います。 

 

今回、リリースを記念し、「マイリノペット for ねこ」モニターを先着３名様募集し、モ
ニター特典としてリノベーション費用を 50 万円割引きさせていただきます。また、ご契約
者先着 5 名様に、大人気のセレブ猫やぶさかわ犬などたくさんのペットを撮影しているプロ
カメラマンによる撮影をプレゼントさせていただきます。 

 



 2

■マイリノペット概要 

名称   マイリノペット（https://www.globalbase.jp/myrenopet/ ）  
提供開始日   2018 年 7 月 19 日 
コンセプト 
マイリノペットが目指すのは、ペットと人が健康に快適に過ごせる住空間です。田園調布動
物病院 田向院⾧監修のもと、ペットの健康と人の生活に寄り添う環境をつくりあげます。
田向院⾧とマイリノ動物好きチームiiがタッグを組み、ペットがいる家庭独自の家事導線や
ペットの健康、またペットと暮らす上で問題となるにおい等について考え抜いたリノベーシ
ョンプランを提供します。 

 

【田園調布動物病院 院⾧ 田向健一先生について】 
 田園調布動物病院院⾧、獣医学博士。愛知県生まれ。98 年麻布大学獣
医学科卒業。父は建築士で建築現場を見ながら育つ。 
 東京、神奈川の動物病院勤務を経て、2003 年東京都大田区に田園調布
動物病院を開業。犬猫から小動物まで幅広く診療しており、その専門知
識を生かし、一般書、専門書、論文まで動物に関する著書を多数。テレ
ビ、ラジオなどメディアでも活躍中。現在、ミニチュアダックス１匹と
保護猫３匹の他、小鳥、小動物など 30 匹もの動物たちと暮らしている。 

 
 

■マイリノペット第一弾 「マイリノペット for ねこ」  
ペットと快適に暮らすリノベーションの第一弾は猫がテーマ。
自身も 3 匹の猫を飼っている田向院⾧と共に猫の健康や人間の
生活に寄り添ったプランを作成しました。 
 インテリアの雰囲気にあわないキャットタワーやどんどん増
えていく猫用品の行き場、毎日のトイレ掃除の手間など、猫と
の生活で発生する悩みをリノベーションで解決します。 

 
＜３つの特徴＞ 
１．オリジナル家具で、掃除やにおい対策が簡単にでき、見た目もスッキリと美しく。 
  また、猫の運動不足解消にも配慮しました。 
 

（１）「家具と一体化したキャットスペース」と「オリジナル収納ソファー」 
マイリノペット for ねこでは猫も人も快適で健康に過ごせるオリジナル家具製作を行いま

す。猫が元気に動ける導線として、家具と一体化したキャットスペースを作り、壁と天井を
自由に行き来できるようにして猫の運動不足を解消します。また、オリジナル収納ソファー
には、猫が隠れるスペースを確保しましたので急な来客などにも対応できます。 

 
 
 
 

猫も隠れるオリジナル収納ソファー 
家具と一体化したキャットスペース 



 3

（２）「オリジナル洗面台」で日々の掃除とにおい対策が簡単に 
オリジナルの洗面台には猫用トイレコーナーを設けています。外に空気を追い出す換気シ

ステムでにおいも気になりません。猫用トイレを収納したまま使用でき、見た目も美しく掃
除も簡単です。その他にも猫専用水飲みシンクを設け、水撥ね汚れを防ぐなど、日々の掃除
の手間を少なくするための設計のポイントが随所につまっています。 
尚、マイリノペットのオリジナル家具や設備はご契約者様のみの販売となっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．獣医師が認定する安心の素材選定とリノベーションプラン 
評判の高い田園調布動物病院の田向院⾧が、猫のための本当に良いリノベーションを考えました 

 

 猫が快適に過ごせる床材、壁材などを田向院⾧と共同で選定しました。夏は暑がり、冬は
寒がりな猫。温度変化に敏感な猫が快適な場所を選んで過ごせるように、床材は無垢の木と
タイルを採用しました。 
 壁面には自然素材の塗り壁を採用し、「吸湿・放湿機能があり、カビやダニの発生を抑制
する調質効果」と「ペット独特のにおいも軽減する消臭効果」をもたせました。その他にも
掃除、抜け毛、音、などペットと暮らす際に障害となる部分を解決するリノベーション素材
や間取りを採用しています。 
 
３．猫も人も快適に暮らせる間取りのご提案 
猫も心地よく、人も快適に。ペットと暮らす上でのさまざまな悩みをリノベーションで解決 

 

 マイリノペット for ねこでは人の導線とペットの導線、両方のバランスが取れるような間
取り設計を行います。お互いが健康に快適に暮らせることを第一に考え、猫の行動スペース
設計を行いました。お互いが快適に暮らせるように、猫も入れる空間と人間だけが入れる空
間を分けながらも、飼い主さんと猫がお互いの居場所を把握できるように、互いの目線が届
く導線をつくり、常にお互いの存在が感じられるようにしています。 

猫のトイレや 
水飲みシンク付き 
オリジナル洗面台 
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■リリース特典１:先着３名様 マイリノペット for ねこ モニター募集! 
■対象商品 マイリノペット for ねこ（フルスケルトンリノベーションiiiになります） 
■対象者 マイリノペット for ねこ ご契約者様 先着３名まで 
■特典  マイリノペット for ねこを 50 万円引きでご契約いただけます 
■条件     ・猫と同居される方 

 ・都内 23 区にて中古マンション物件をお探しの方。または都内 23 区 
  にマンションをお持ちでリノベーションを希望されている方 
 ・弊社ホームページ・WEB 媒体での写真掲載、取材にご協力可能な方 
 ・物件完成後に現場見学会を行うことが出来る方 

 
■リリース特典２:先着 5 名様 プロのカメラマンによる記念撮影をプレゼント! 
ご契約者先着 5 名様にはプロの写真家による撮影会をプレゼントします。お引き渡し後、新
居で過ごす猫の様子をプロのカメラマンが特別に撮影いたします。家族写真ご希望の方は、
ご家族での撮影も可能です。 
■対象商品  マイリノペット for ねこ（フルスケルトンリノベーションになります） 
■対象者  マイリノペット for ねこ ご契約者様 先着 5 名様まで 
■特典 プロの写真家による新居での飼い猫、ご家族、新居の撮影 
        写真データ最大 20 カットプレゼント 
■条件     ・猫と同居される方 
※リリース特典１と２は併用して適用されます。 
（先着 3 名様には、モニター特典とプロカメラマンによる撮影がプレゼントされます。） 

 
 尚、本件は株式会社ユナイテッドアローズとのコラボレーション「RE : Apartment 
UNITED ARROWS LTD. （リ アパートメント ユナイテッドアローズ）」、および青山フラワ
ーマーケットの姉妹ブランド parkERs by Aoyama Flower Market とのコラボレーション
「GREEN DAYS」に続き、マイリノ コラボレーション・リノベーションプロジェクト第３
弾となります。 

 

 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.:http://www.globalbase.jp/re-apartment/ 
GREEN DAYS: http://www.globalbase.jp/greendays/ 

 
※マイリノペット for ねこ 画像ダウンロード:http://dtbn.jp/8QiMZyvR  
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＜マイリノペット for ねこ購入の流れ＞ 

 

＜グローバルベイス株式会社について＞ 

会社名   : グローバルベイス株式会社    設立   : 2002 年 4 月 
代表取締役 : 茂木 敬一郎          資本金 : 9,500 万円 
本社所在地 : 東京渋谷区渋谷２１５１ 渋谷クロスタワー２３階 
マイリノ URL        : http://www.globalbase.jp/top.php 
グローバルベイス URL   : http://www.globalbase.jp 
【マイリノ】 

 マイリノは、「都市部に特化した、優良中古マンションの物件探しから、
資金計画、デザイン設計、施工」までのすべてのサービスを提供するグロー
バルベイスのワンストップサービスです。 
 グローバルベイス独自のワンストップサービスのため、「お客様が住みた
い都心エリアで、自分の理想の住まいをリーズナブルな価格」で提供するこ
とが可能です。 

 マイリノ３つの特徴:http://www.globalbase.jp/commit/index.php 
 
※グローバルベイスの名称・ロゴは、日本国およびその他の国におけるグローバルベイス株式会社の登録商標ま
たは商標です。 その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 
 
【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】 
 グローバルベイス株式会社 担当 : 瀧本／齋藤／植田 
 TEL  : 090-2300-5942／03-6861-5220、 E-mail: pr@globalbase.jp 

i 飼育数：一般社団法人ペットフード協会 平成 29年全国犬猫飼育実態調査より 
ii マイリノ動物好きチーム：犬猫を始め動物が好きでたまらない、マイリノの設計士・マーケティン
グ・営業担当チームが本プロジェクトを担当。 
iii フルスケルトン リノベーション：キッチンなど設備の入れ替えや部分的なリフォームではなく、
配管から内装、設備をまるごとフルリノベーションする方法。 

                                         

４. プロによる写真撮影

プロの写真家によるペットの撮影会を行います。後ほど撮影データをお送りします。

３．施工・お引き渡し

マイリノが丁寧にフルリノベーションの施工を行います。

２．プラン作成

家の条件に合わせて、お客様の希望の間取りや仕様、オリジナル家具などを

全てカスタマイズし、「マイリノペットforねこ」独自のオーダープランを作ります。

１．資金計画・物件探し

お客様のご希望立地にてリノベーションに適した物件を「マイリノ」が探します。
資金計画も同時に行い、無理のないリノベーション計画を一緒に考えます。


