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2018 年 12 月 10 日 
 

グローバルベイス株式会社 
株式会社ユナイテッドアローズ 

         
RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.  

単身者・DINKS に向けた「CASE 003 / MASTER PLAN A」 
12 月 10 日（月）より提供開始!原宿モデルルームも完成  

  

 
グローバルベイス株式会社（以下、「グローバルベイス」）と株式会社ユナイテッドアロー

ズ（以下、「ユナイテッドアローズ」）はマンションのオーダーメイドリノベーションプラン
RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 「CASE 003 / MASTER PLAN A」の提供を
2018 年 12 月 10 日（月）より開始いたします。 
 

特設 WEB サイト:https://www.globalbase.jp/re-apartment/onsale/harajuku.html 
 

■RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. （リ アパートメント ユナイテッドアローズ） 
「世界に通用する新しい日本の生活文化の規範となる価値観を創造しつづける」ことを経

営理念に掲げるユナイテッドアローズと、都心に特化し資産価値ある物件の調達に⾧け、⾧
年住まうための高品質なリノベーションに定評のあるグローバルベイスが協業することでス
タイルのある空間で快適な暮らしを実現する物件を提供いたします。 
 
■概要 
 サービス名称: 
 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE003 / MASTER PLAN A」 
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「CASE 003 / MASTER PLAN A」は、日頃仕事や趣味等で忙しいながらも充実した生活
を送られている単身者や DINKS をターゲットとしたモデルです。 
 
※物件画像ダウンロード URL１:http://dtbn.jp/YUri5oH   

 
住 所: 
東京都渋谷区神宮前 1 丁目 10 番 34 号 
原宿コーポ別館 401 号室 
JR 原宿駅徒歩３分、副都心線明治神宮前駅徒歩２分 

構 造:SRC 造 地下 1 階付地上９階建 
築年月:昭和 43 年 10 月 
専有面積:43.09 ㎡ 
間取り:1LDK 

 
 提供開始日:2018 年 12 月 1０日（月） 
 
 各部屋の特徴: 

 
【 CASE 003 オリジナル建具】 
・ガラスを使用したオリジナルの建具は
ゆったりとしたひとつの統一空間を演出
するとともに、洗練された印象を作り出
します。 
 
 
 
 
【 CASE 003 オリジナルキッチン】 
・オリジナルで制作したキッチンは使い勝
手やメンテナンス性を考えて設計していま
す。 
・天板は人造大理石のフィオレストーンを
使用しており、機能性もさることながら白
い石の風合いが美しいキッチンです。 
・キッチンの壁面とカップボードの色を部
屋のインテリアにあわせ黒で統一していま
す。 
・カップボードスペースは意匠だけでなく
収納力などの機能面も充実させました。 

 



 3

 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【素材セレクト】 
・洗面室とトイレには、木材とも相性の良い 
高品質のセラミックタイルを採用しています。 
・洗面化粧台のミラー枠、ユニットバスのミラー
枠、ドアの枠等、細かな意匠も黒で統一していま
す。 
 

【CASE 003 オリジナル シューズクローゼット】 
・建具の枠をなくすことで扉と壁を一体化し、
空間をすっきりと見せています。 
・玄関から廊下、リビングへと続く床には、美
しい木目で、硬く・耐久性にも優れているオー
ク素材を使用しています。 
・天井まで高さのある大容量のシューズクロー
ゼットにより靴の収納には困りません。 
・足元にはスペースを設け、普段履きの靴を、
格納いただけます。 

【家具セレクト】 
・ユナイテッドアローズがセレクトした家
具や照明を設置、展開する店舗で感じられ
るような落ち着いた空間を演出します。 
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■都心の好立地 物件調達 

累計 10 万件以上の都心の物件を査定する物
件調達のプロのマイリノが、建物の状態や管理
状況を見てマンションを選びます。 

今回は、竹下通りから徒歩 2 分の都内屈指
の好立地のマンションが「CASE003 / 
MASTER PLAN A」のリノベーションの舞台に
なりました。 
 

■協業内容 
グローバルベイスのオーダーメイドリノベーション事業「マイリノ by グローバルベイ

ス」が、都心の好立地にある優良中古マンションの調達と施工を行い、ユナイテッドアロー
ズが内装デザインから家具製作に至るまでのプロデュースを行います。モデルルームをご覧
頂き、お客さまのご希望の立地で、ライフスタイルや趣向に応じて、間取りや設備等をアレ
ンジしたリノベーションプランをご提供いたします。 
 
■今後の展開 
RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 「MASTER PLAN C」のデザインを検討中です。
〈参考〉第１弾モデルルーム RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.  

「CASE001 / MASTER PLAN A」 
       https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1522387408_TP.pdf 
    第２弾モデルルーム RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.  

「CASE002 / MASTER PLAN B」 
https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1523870480_TP.pdf 

 
       ＜プランの流れ＞ 

施工・お引き渡し

丁寧にフルリノベーションの施工を行い、希望どおりの内容でお引き渡しいたします。

リノベーションプラン策定

間取りや仕様を家の条件に合わせてカスタマイズし
ユナイテッドアローズ独自のオーダープランを作ります。

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。
資金計画も一緒に行います。
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■一般の方からの問合せ先 
http://www.globalbase.jp/re-apartment/inq_input.php 

 または、電話 0120-478-962（10 時-19 時） 定休:火曜・水曜日 
 
【マイリノ by グローバルベイス】について 
 マイリノは、「都心の好立地にある優良中古マンション探しから、資金計画、リノベーション」まで
すべてのサービスを提供するワンストップのオーダーメイドリノベーションサービスです。 
 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
想の間取りとデザイン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 
１．調達力 ２．設計力 ３．施工力 
 
 
＜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 : 京都渋谷区渋谷２１５１ 渋谷クロスタワー２３階 
ホームページ URL   : https://www.globalbase.jp 
マイリノ URL       : https://www.globalbase.jp/top.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: 03-6861-5220／090-2300-5942 E-mail: pr@globalbase.jp 
 株式会社ユナイテッドアローズ 
 IR 広報部 TEL: 03-5785-6615 
 


