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2019 年 6 月 18 日 

報道関係者各位 

グローバルベイス株式会社 

         

マイリノ by グローバルベイスとユナイテッドアローズ社の 

オーダーメイドリノベーション「RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.」 

150 平米超えのメゾネットタイプ「CASE006 白金」提供開始！ 

 

 グローバルベイス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茂木敬一郎、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（代表取締役 社長執行役員:竹田光広、東

京都渋谷区 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.（リ アパートメント ユナイテッド

アローズ）」の第 6 弾「CASE006 / PLAN B」を 2019 年 6 月 18 日より提供開始します。 

特設 WEB サイト: http://www.globalbase.jp/re-apartment/onsale/shirokanedai.html 

 

■RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE006 / PLAN B」概要 

サービス名称：RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE006 / PLAN B」 

提供開始日：  2019 年 6 月 18 日（火） 

住所：        東京都品川区上大崎 2 丁目 2 番 18 号 レセーヌ白金長者丸 305 

           JR 目黒駅から徒歩 11 分、JR 恵比寿駅から徒歩 16 分 

専有面積：    156.33 平米  間取り：3LDK+WIC 

築年月：      平成 22 年 10 月  
画像ダウンロード URL１：http://dtbn.jp/YcjsHhc 
画像ダウンロード URL２：http://dtbn.jp/ToULlbc 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.globalbase.jp%2Fre-apartment%2F&h=ATN-54hwBxlIYf9ftQ54TzwYvqsVWsdVa8P7Rqb4dwYBBJ9SwsuI0yigEDg1Gr7EKnKAKmLjLTY7f1Ysbmg5bsTKDK2w5bROH8Qq1ilI1Mou9eyCu8TR42742W_DLzjRmTOTCztyDhVu9bMlIpc
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各部屋の特徴： 

【庭園美術館の借景を臨む LDK】 

約 9.5ｍの長いカウンター窓いっぱいに庭

園美術館の緑が広がり、心地よく過ごせる約

31 帖の LDK です。 

 

一面に広がるこだわりの木調の壁は床と同

じオーク素材を選定しています。壁も建具も

同じオーク木目で揃え丁番を隠して制作する

ことで、壁と建具を一体化させ、洗練したミ

ニマルな空間になるよう設計しています。 

 

リノベーションだからこそできる演出され

た照明や、壁と一体化した建具等のミニマル

なデザインは、住む人の趣向に馴染む空間へ

と自在に仕立てられます。 

また、ユナイテッドアローズの視点で作っ

た PLAN B オリジナル家具のローテーブルや

セレクト家具を設置しトータルコーディネー

トしています。 

 

 

【LDK を見渡せるオリジナルキッチン】 

 

リビングダイニングを見渡せるキッチン

は、PLAN B オリジナルデザインで制作しま

した。チャコールグレーの扉、シーザースト

ーンのグレーの天板を使用し、ミニマルな素

材選定を行っています。 

また、リビングダイニングのアクセントと

して、壁面には大理石風のタイルを使用して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リビング 

 

玄関から見た LDK 

PLAN B オリジナルキッチン  
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【大容量の収納を備えた広い玄関】  

玄関には、床と同素材（ストレートタイ

ル）で制作した PLAN B オリジナルの腰掛

けベンチを設置しました。 

石質の重厚な印象のストレートタイルは、

洗面室も同素材を使用しており、全体で一体

感を出しています。 

また、40 足以上の靴やシューケアグッズ

などを入れる大きな収納スペースを設けてお

ります。足元を照らす照明も付いています。 

 

 

 

【上質で心休まる機能を備えたバスルーム】 

上質な機能を備え、ワンランク上のリラックスできるバス空間に

こだわりました。 

人間工学に基づき、体を優しく包み込む浴槽、畳のようにやわら

かく冬場もひやっとしない温かみのある床、浴槽に浸かりながら頭

を休ませる事の出来るクッションなど心休まるバスルームにするた

めの工夫が詰まっています。 

1 日の光のうつろいを参考にした４つの調光調色システムの照明

は、時間の変化や気分に合わせた入浴の楽しみを生みます。 

 

 

 

【ゆったりとした洗面室・ランドリールーム】 

 

バスルーム、洗面室、ランドリー

スペース、主寝室、ウォークインク

ローゼットは引き戸を開けるとひと

つながりになっています。 

洗面室はゆったり約 8 帖あり、L

型のゆったりとした明るい空間に仕

上げました。 

洗面台はキッチンと同じシーザ

ーストーンの天板に、シンプルなデ

ザインの洗面器を合わせました。 
洗面室・ランドリールーム 

玄関収納 玄関 腰掛ベンチ 

バスルーム 
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天井から洗面台上までは一面ミラーでミラー

奥の間接照明が手元を照らします。鏡の中は 5

段の収納で機能性を高めました。 

 

ランドリースペースとして、公園の緑に向か

った窓際にちょうどいい高さのカウンターを設

置しています。アイロンを掛けたり、服を畳む

など家事スペースしてもご利用頂けます。 

 

                       

【店舗のように美しく収納可能なウォークインクローゼット】 

 

主寝室、個室、バスルーム、洗面室は

メゾネットの階段を介して上階のパブリ

ックスペースを分けています。 

主寝室には 3 面にシステム収納が備

え付けられたウォークインクローゼット

が有り、年間を通した服飾類全般の収納

に対応できる機能を備えています。 

引き戸の横には床から天井までの高

さの大きな姿見が有り、日々のコーディ

ネートに役立ちます。 

 

 

ご参考：施工中の様子 

 

 

 

 

大容量のウォークインクローゼット 

ランドリールームから見た主寝室入口 
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■PLAN B について 

ユナイテッドアローズが設計監修しマイリノが物件探しと施工を行う RE : Apartment 

UNITED ARROWS LTD. は都心で暮らす単身者や共働き夫婦、ファミリー層のスタイルあ

るライフスタイルを実現しています。細分化された昨今の住宅需要に、選べるプランで応え

ます。プランのひとつ「PLAN B」は「住まれる方の趣味嗜好に馴染む、ミニマルで上質な

心地のよい空間」をコンセプトとし、使用する素材を少なくして、余計な意匠をそぎ落とす

ことで、住まれる方が好きな空間へ自在に仕立てられる上質な大人のためのデザインです。 

 

■今後の展開 

RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 「MASTER PLAN C」を企画中です。 

〈参考〉第 1 弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE001 / PLAN A」 

        https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1522387408_TP.pdf  

      第 2 弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 「CASE002 / PLAN B」 

https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1523870480_TP.pdf  

     第 3 弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE003 / PLAN A」 

       https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1544426236_TP.pdf       

    第 4 弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE004 / PLAN A」 

https://www.globalbase.jp/re-apartment/case/sangenjaya.html  

     第 5 弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE005 / PLAN A」         

https://www.globalbase.jp/re-apartment/case/meguro.html  

 

■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。 

 

＜プランの流れ＞ 

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 

https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1522387408_TP.pdf
https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1523870480_TP.pdf
https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1544426236_TP.pdf
https://www.globalbase.jp/re-apartment/case/sangenjaya.html
https://www.globalbase.jp/re-apartment/case/meguro.html
http://www.globalbase.jp/re-apartment/inq_input.php
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【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 

 

◆マイリノ・コラボレーションプロジェクト◆ 

 マイリノのコラボレーションプロジェクトは株式会社ユナイテッドアローズとのコラボレ

ーションの他にも、青山フラワーマーケットの姉妹ブランド parkERs by Aoyama Flower 

Market、カリフォルニア工務店、田園調布動物病院田向健一院長など、多数展開中です。 
 

■GREEN DAYS（parkERs by Aoyama Flower Market コラボレーション） 

: https://www.globalbase.jp/greendays/ 

■OCEAN STYLE RENOVATION （カリフォルニア工務店コラボレーション） 

: https://www.globalbase.jp/oceanstyle/ 

■MyRENO PET（田園調布動物病院 田向健一院長コラボレーション）  

: https://www.globalbase.jp/myrenopet/ 

 

 
＜グローバルベイス株式会社について＞： http://www.globalbase.jp 

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２−１５−１ 渋谷クロスタワー２３階 

※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 

GREEN DAYS リビング風景 MyRENO PET リビング風景 

http://www.globalbase.jp/commit/index.php
https://www.globalbase.jp/greendays/
https://www.globalbase.jp/oceanstyle/
https://www.globalbase.jp/myrenopet/
http://www.globalbase.jp/
mailto:pr@globalbase.co.jp

