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グローバルベイス株式会社

⾝の回りの道具を愉しみ、暮らしの中で⼼の豊かさを⼿に⼊れるリノベーション

「MyRENO JOINT WORK WITH DULTON」提供開始
「マイリノ by グローバルベイス」のコラボリノベ第 5 弾︕

都⼼の優良マンション・リノベーションを⼿掛ける「マイリノ by グローバルベイス」と
株式会社ダルトンは、間取り設計から家具・雑貨のチョイスまで暮らし全てを⼀邸ずつオー
ダーでコーディネートするリノベーションプラン「MyRENO JOINT WORK WITH
DULTON (マイリノ ジョイントワーク ウィズ ダルトン)」を 2019 年 9 ⽉ 26 ⽇より提供
開始いたします。
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■コンセプト
「MyRENO JOINT WORK WITH DULTON」は、⾝の回りの道具を愉しみ、好きな家具・
雑貨に囲まれ⼼地よく暮らす、⾃分らしいライフスタイルを⽬指す⽅にピッタリなリノベー
ションプランです。
当たり前に在る道具や、⾝の回りのひとつひとつのモノを今よりもっと⾯⽩くし「道具を
愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案してきたダルトンと、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で永く住むための物件を提供してきたグローバルベイス
がコラボレーションすることで、「利便性の⾼い都⼼で、趣味に⻑けた豊かさを得る快適な
⽣活空間」を提供いたします。

■プラン特徴
アクセントの壁には全⾯に下地を組んでおり、棚や雑貨を取り付けるなど、住んでからも
好みの空間に⾃由にアレンジできます。
また、建築素材はダルトン家具・雑貨に合わせて選定されており、デザインの失敗があり
ません。家具・雑貨はダルトンスタッフがお客様ひとりひとりに合わせコーディネートした
ものから、ご予算に合わせてお選び頂けます。ご⾃⾝でダルトン家具・雑貨をオンラインシ
ョップから選定頂く事も可能です。お選び頂いたダルトン家具はマイリノ特別価格の 10％
引き価格で提供いたします。
便利で役に⽴つものが溢れている時代だからこそ、⾳楽や絵画のように⼼を豊かにしてく
れるものに私たちは惹かれます。MyRENO JOINT WORK WITH DULTON チームは互いの
強みをいかして、道具を愉しむことで得られる、機能性を超えた豊かさを住まいで実現しま
した。

■プラン概要
名称

MyRENO JOINT WORK WITH DULTON

提供開始⽇

2019 年 9 ⽉ 26 ⽇

特設サイト URL www.globalbase.jp/dulton/
MyRENO JOINT WORK WITH DULTON ロゴ︓

※YOKOHAMA PLAYFUL ROOM #101 モデルルームをご覧頂き、物件探しから設計施⼯ま
で MyRENO JOINT WORK WITH DULTON チームが住まいづくりをお⼿伝い致します。
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■MyRENO JOINT WORK WITH DULTON
１．リビングダイニング

５つのポイント

壁⼀⾯に雑貨や装飾が並び、まるでショーウィンドウのような壁⾯。
リビングダイニングの壁⾯には棚やフッ
ク、壁際の天井にはアートや照明を取り付け
られるダクトレールを設置しており、壁全体
を使ったショーウィンドウのような奥⾏ある
⽴体的な装飾を楽しめます。
フックや棚を打ち付けることが出来るよう
下地が壁全⾯に⼊っており、好きなレイアウ
トで雑貨や収納、アート等を取付る事が可能
です。お住まいされてからも、DIY やガーデ
ニング、料理や読書など、趣味やライフスタ
イルに合わせて好みの空間にアレンジ出来ます。

▲ショーウィンドウように雑貨が並ぶリビング

２．キッチン
飲⾷店も御⽤達のデザイン性のあるキッチンツールで毎⽇を便利に愉しく。
毎⽇使うキッチンには⼿元にビタミンカラ
ーのタイル、コンロ側壁にはお⼿⼊れのしや
すいステンレスを採⽤しています。
オープンキッチンのあるカフェでもよく使
⽤されているキッチンマグネットツールホル
ダーやフックを取り付けて、調理器具を飾り
ながら収納し、使いやすさと⾒栄えを兼ね備
えたキッチンになっています。
▲ダルトンのキッチンツールで彩ったキッチン

３．個室
アイアンとウッドの枠が空間を引き⽴てる⼤型ミラーや窓際の癒し空間で⽣活に豊かさを。
個室の窓際は床を⼀部タイルにし植物を置け
るスペースを設けています。ラウンジチェアに
座り窓際に置いた観葉植物を眺めながらゆっく
り読書が出来るスペースをイメージしました。
ウォークインクローゼットの隣には広い場所
で全⾝チェックできるアイアンとウッドを組み
合わせたフレームのミラーを取り付け、ゆとり
ある空間にしています。
▲アイアンとウッドのミラーがある個室
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４．寝室
スペースが凝縮された空間だからこそ、飾るものを設置するためのアクセント壁を⽤意。
寝室は落ち着きのある⾊味のヘリンボーン柄
のアクセント壁とポイントで梁にはカーキ⾊を
採⽤。
アクセント壁部分は、リビングダイニング同様
に壁全⾯に下地を組み込み、グリーンと本が共
存する収納家具を壁に取り付けています。
キッチンと隣り合わせの壁には⿊⾊の室内窓
を設け、居⼼地のいい抜け感を作りました。

▲寝室のアクセント壁

▲抜け感を作る室内窓

５．⽔廻り
トイレでさえ⻑居したくなるようなお気に⼊り空間。
⽔廻りはホワイトとカーキのタイルとネイビー
の壁紙で海外のホテルのような洗練された空間で
す。毎⽇使う洗⾯室の⽯鹸ホルダー、トイレのペ
ーパーホルダーからタオル掛け、照明ひとつとっ
てもこだわりを詰めこんだダルトンアイテムを取
り⼊れています。リビング同様トイレにも雑貨を
飾って愉しめる棚を設けています。洗⾯室の建具
は BATHROOM と書かれたサインを取り付け、ダ
ルトンらしい遊び⼼あるデザインを取り⼊れてい
ます。

▲洗⾯室

▲トイレ

■YOKOHAMA PLAYFUL ROOM #101 モデルルーム︓
場所︓ 神奈川県横浜市中区弥⽣町 4 丁⽬ 39 番地の 1
ライオンズマンション横浜⼤通り公園第弐 505 号室
（横浜市ブルーライン『阪東橋』駅徒歩 1 分 ）
専有⾯積︓ 52.80 ㎡、間取り︓2LDK＋WIC
構造︓SRC 造、築年⽉︓昭和 59 年 11 ⽉
来場予約、問合せ︓電話 0120-965-517（10 時-19 時） 定休:⽕曜・⽔曜⽇
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＜MyRENO JOINT WORK WITH DULTON 購⼊の流れ＞

※MyRENO JOINT WORK WITH DULTON 画像ダウンロード︓http://dtbn.jp/5BHsiXh

■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）」、⻘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」、⽥園調布動物病院⽥向健⼀
院⻑との「マイリノペット(ペットとの共⽣プラン)」およびカリフォルニア⼯務店とのコラ
ボレーション「OCEAN STYLE RENOVATION」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５弾となります。
１．RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.:www.globalbase.jp/re-apartment/
２．GREEN DAYS: www.globalbase.jp/greendays/
３．マイリノペット: www.globalbase.jp/myrenopet/
４．OCEAN STYLE RENOVATION: www.globalbase.jp/oceanstyle/

▲左から 1.RE : Apartment UNITED ARROWS LTD./2.GREEN DAYS/3.マイリノペット/4.OCEAN STYLE RENOVATION

＜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
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【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
＜株式会社ダルトンについて＞
会社名
︓ 株式会社ダルトン
設⽴ ︓ 1988 年 7 ⽉
代表取締役社⻑ ︓ 佐藤弘志
資本⾦ ︓ 1,000 万円
本社所在地 ︓ 静岡県静岡市葵区⻑沼南 11-5
ダルトン URL
︓ https://www.dulton.co.jp/

※グローバルベイス、ダルトンの名称・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
株式会社ダルトン
担当 ︓ 鈴⽊／⼤⼯園
TEL ︓ 03-6722-0940
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