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2019 年 2 月 7 日 
株式会社枻出版社 

                      グローバルベイス株式会社 
                        

都心に住みながら、カリフォルニアの開放感と 
洗練された海のリゾートらしさが感じられるリノベーション 
「OCEAN STYLE RENOVATION」提供開始 

 
「マイリノ by グローバルベイス」と「カリフォルニア工務店」のコラボで実現 

 

  
グローバルベイス株式会社（以下、グローバルベイス）のオーダーリノベーションサービ

ス「マイリノ」と株式会社枻出版社が運営する建築設計事務所「カリフォルニア工務店」
は、都心にいながら、家の中にカリフォルニアの開放感と、大人の洗練された海のリゾート
らしさが感じられるリノベーションプラン「OCEAN STYLE RENOVATION(オーシャン ス
タイル リノベーション)」を 2019 年 2 月 7 日より提供開始いたします。 

 

《サービス背景》 
これまで、海沿いやリゾート地で本格的なカリフォルニアの生活空間を提供してきたカリ

フォルニア工務店と、都心で資産価値が高い物件の調達力と高品質なリノベーション技術を
もつグローバルベイスがコラボレーションすることで、利便性の高い都心にいながらも、カ
リフォルニアの開放感と洗練された海のリゾートらしさを感じて頂けるような生活空間を提
供することが可能になりました。 
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■プラン概要: 
名称   OCEAN STYLE RENOVATION（https://www.globalbase.jp/oceanstyle/ ）  
提供開始日   2019 年 2 月 7 日 
 
ロゴ       コンセプト 

「OCEAN STYLE RENOVATION」は、サーフィンや、BBQ、キャ
ンプなどアクティブで自分好みのライフスタイルを持つ方にもピッ
タリなプランです。都心でも、家の中でカリフォルニアの開放感と
洗練された大人のリゾートを身近に感じていただけるよう、細部に
までこだわっています。「ジーンズと T シャツ、裸足で海を感じな
がら開放的かつ心地よく機能的に暮らせる家」をコンセプトに、オ
リジナル家具や素材の選定を工夫したプランとなっております。 
 

 

【設計監修:カリフォルニア工務店 一級建築士  岩切剣一郎】 
「施工の現場」から設計の世界に入り、その後独学で一級建築士に。

デスクの上だけではなく、現場経験やサーフィン・バイク・ゴルフ・
音楽など幅広い趣味を活かし、クライアント様のご要望を更に多くの”
引き出し”で提案する空間づくりが得意。 
《本プランへの想い》 
都心にいても『海』を身近に感じてもらいたい!!という事から今

回のプロジェクトはスタートしました。都会的で上品な『海』を表現
する《COASTAL》を採用しています。そこには、《上品な海辺のテイ
スト》が有り、ラフさを取り除き洗練されたライフスタイルをご提案
致します。 

 
 
■OCEAN STYLE RENOVATION 6 つの特徴  
 

１．リビングの壁は一面海のグラフィック 
    壁面グラフィックを住宅に取り入れる、カリフォルニアの住宅スタイル 

 

 これまで住宅には取り入れる事の難し
いとされていた壁面グラフィックをリビ
ングの壁一面に取り入れました。 
 カリフォルニアの住宅ではそれぞれの
家庭ごとに違ったグラフィックを壁に取
り入れる例も多くあります。モデルルー
ムは海のグラフィックを取り入れ、カリ
フォルニアらしいインパクトのあるリビ
ングに仕上げました。 
 

▲リビング 
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２．白と青のカリフォルニアらしいボーダーブラインド  
    カリフォルニアの潮風が吹き込んで来そうなボーダーブラインド 

 

 今回初めての取り組みで、ブルーのボーダーを 
ブラインドに取り入れました。 

白をベースに一部ブルーをアクセントカラーに取
り入れています。 
 
 
 
 
３．デニム柄のクロスが個室のアクセント 
白い T シャツとデニムでゆったりとした時を過ごすカリフォルニアスタイルをイメージ 

 

 個室の壁紙にデニム柄のアクセン
トクロスを使用しています。白い収
納の扉にはルーバーを
設け、リゾート感を出
すとともに、空気の換
気をする機能も担いま
す。 
 
 
４．カリフォルニアの住宅で人気のラップサイディングを室内に取り入れました 
OCEAN をイメージしたブルーと相性の良い、白色塗装で仕上げました 
 

TV ボードの背面の壁には外壁材でも使用されるレ
ッドシダーを使用。室内なので無垢材をふんだんに使
っています。白色に塗装し、他の
ブルーのマテリアルとも相性の良
い壁面に仕上げています。 
両サイドにブルーの船舶照明を取

り付け、壁面と棚の小物を優しく
照らし普段の生活を彩ります。 
 
 
５．シェブロン張りの壁の青につつまれる、こもれるデイベッドコーナー 
OCEAN STYLE RENOVATION オリジナル家具、家族が集まるデイベッド 

 

 キッチン前にはダイニングテーブルを囲むデイベッドを配置しています。オリジナルデイ
ベッドはクッション下に収納を設け、機能性も良く造りました。 
また、デイベッドコーナーの天井はあえて天井を下げ、落ち着いた濃い目のブルーのシェブ
ロン張りの素材を壁のマテリアルとして選び、こもれる空間を演出しています。 
凹凸のあるシェブロン張りの壁は照明を当てると美しい陰影を作ります。 

▲ブラインド 

▲デニム柄２ 

▲デニム柄１ ▲個室 

▲ラップサイディング（リビング） ▲船舶照明 
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６．白と OCEAN をイメージしたブルーのマテリアルで空間を統一 
白い空間に様々なブルーのマテリアルが印象的なカリフォルニアスタイル 

 

 キッチンの白い穴あきブロックなどカリフォルニアの住宅で人気の素材をセレクト。キッ
チンの壁への使用は本プランが初めての試みとなります。 
 洗面室の柄タイルやリビングの船舶照明などもリゾート感のあるブルーを使用し空間に一
体感を作っています。同じブルーの中にも幅を持たせ色をセレクトしている所は本プランの
特徴です。 
 さらに、白とブルーの中にアクセントとして黄色などビビットなカラーを入れ、カリフォ
ルニアらしさを際立たせました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
《来場者特典》  

モデルルーム来場者には先着で 
オリジナルトートバッグをプレゼント! 
海を感じるブルーの OCEAN STYLE RENOVATION 
オリジナルデニムトートです。 
 
■モデルルーム:※田園都市線桜新町駅徒歩 9 分  
    場所: 東京都世田谷区弦巻 4 丁目 28 番 6 号 桜新町パーク・ホームズ 206 号室 

専有面積: 54.97 ㎡、間取り: 2LDK、構造:RC 造、築年月:昭和 60 年 2 月 
    ▼物件お問い合わせ:http://u0u0.net/Q6Ku  
    ▼来場予約:http://u0u0.net/Q6KR   
   または、電話 0120-478-962（10 時-19 時） 定休:火曜・水曜日 

▲デイベッドコーナー兼ダイニング 
▲シェブロン貼りの壁 

▲キッチンダイニング ▲洗面室 ▲玄関 
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＜OCEAN STYLE RENOVATION 購入の流れ＞ 

 
 
■マイリノ by グローバルベイスのコラボレーションリノベ 

 本件は、株式会社ユナイテッドアローズとの「RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 
（リ アパートメント ユナイテッドアローズ）」、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「GREEN DAYS」、および田園調布動物病院田
向健一院⾧とのコラボレーション「マイリノペット(ペットとの共生プラン)」に続く、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 4 弾となります。 

 

１．RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.:http://www.globalbase.jp/re-apartment/ 
２．GREEN DAYS: http://www.globalbase.jp/greendays/ 
３．マイリノペット: http://www.globalbase.jp/myrenopet/ 
 
※OCEAN STYLE RENOVATION 画像ダウンロード:http://dtbn.jp/cJuBgje   
※OCEAN STYLE RENOVATION 動画 URL:https://youtu.be/8peFqm5hFCw 
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＜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        : https://www.globalbase.jp/top.php 
グローバルベイス URL   : https://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:https://www.globalbase.jp/commit/index.php 
 
 
 
＜株式会社枻出版社/カリフォルニア工務店について＞ 

会社名   : 株式会社枻出版社    設立   : 1973 年 10 月 
代表取締役 : 角 謙二          資本金 : 10,000 万円 
枻出版社本社所在地 : 東京都世田谷区玉川台 2-13-2 玉川台ビル 
カリフォルニア工務店所在地 : 東京都目黒区中根 1-24-1 
枻出版社 URL   : https://www.ei-publishing.co.jp/  
カリフォルニア工務店 URL  : http://www.cal-co.jp/ 
 
 
 
※グローバルベイス、枻出版社、カリフォルニア工務店の名称・ロゴは、日本国およびその他の国における各社
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・商品名についても、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 : 広報企画室  瀧本／齋藤／植田 
 TEL  : 090-2300-5942／03-6861-5220、 E-mail: pr@globalbase.jp 

 


