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2020 年９⽉ 14 ⽇ 
報道関係者各位 

グローバルベイス株式会社 
         

ユナイテッドアローズ社とのコラボリノベ 第 12 弾、 
ロケーションと流⾏にあわせ進化したグレード感あるリノベプラン 

「RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. CASE 012 / PLAN A」提供開始 

 

 
 
 
 
 

グローバルベイス株式会社（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役社⻑︓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（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役
社⻑執⾏役員:⽵⽥光広 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 012 / PLAN A」（以
下、「CASE 012」）を 2020 年 9 ⽉ 14 ⽇（⽉）より提供開始いたします。 
特設 WEB サイト: https://www.globalbase.jp/re-apartment/ 
■概要 
 サービス名称︓RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.「CASE 012 / PLAN A」 
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コンセプト︓ 
「CASE 012 / PLAN A」は、RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.の第 12 弾のリノ
ベーションプランです。ユナイテッドアローズの店舗内装同様に、ロケーションとトレンド
に合わせて「MASTER PLAN A」を進化させ、グレード感のある空間に仕上げました。 
リビングとオリジナルキッチンは斜めにカットした壁でつなげることで空間に繋がりをもた
せ、より広く感じさせる⼯夫をしています。素材にはユナイテッドアローズの店舗で⽤いる
⾼級素材を取り⼊れ、建具やダイニングテーブル、TV ボードなどの家具も本リノベーショ
ンプランに合わせてオリジナルで作製しています。 
 

【CASE 012/PLAN A】Ebisu ROOM 概要 
住 所︓東京都⽬⿊区 
構 造︓RC 造 32 階建 
築年⽉︓平成 6 年 7 ⽉ 
専有⾯積︓64.05 ㎡ 
間取り︓1LDK 

 提供開始⽇︓2020 年 9 ⽉ 14 ⽇（⽉） 
※物件画像ダウンロード URL︓http://dtbn.jp/G9LaWBk    
 
■CASE 012/PLAN A 特徴 
 
【 CASE 012 広く⼼地よく感じる空間演出 】 
・キッチンから⽬線が抜ける設計で空
間に奥⾏きを⽣み出し、広く感じる設
計になっています。 
・共⽤部の収納やリビング収納、クロ
ーゼット収納など各所に収納スペース
を散らせ使い勝⼿の良い導線にしてい
ます。 
・これまでの PLAN A の棚下の照明同
様、光の演出を付しています。ユナイ
テッドアローズの店舗設計で培ったモ
ノの⾒せ⽅や置き⽅を住宅設計に取り
⼊れました。 
・リビングやキッチン、寝室の壁⾯は天板のグレーと⾊を合わせた⾼品質のセラミックタイ
ルを採⽤し、⾼級感のあるホテルライクな⼼地よい意匠を徹底し、設計しています。 
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【 CASE 012 プランに合わせたオリジナル家具 】 
・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し、店舗で感
じられるような落ち着いた空間を演
出します。 
・市販の既製家具ではなく CASE 
012 のリノベーションに合わせた家
具提案を⾏いました。店舗コンセプ
トに合わせ、オーダーメイドで家具
製作を⾏うユナイテッドアローズの
店舗設計のノウハウを本リノベーシ
ョンプランの家具選定や製作に取り
⼊れました。 
・ダイニングセットはキッチンの天板の⾊と合わせています。 
レバーハンドルやキッチン⽔栓でもアクセントで活⽤しているブラックは、家具のセンター
テーブルの脚やパーソナルチェアにも使⽤しています。オーク材の⾊だけでは物⾜りない部
分にブラックアイテムを⾜すことで空間に⾊をつけています。 
 
 
【 CASE 012 オリジナルキッチン 】 
 

・リビングボード⼀体型キッチンを CASE 012 オリジナ
ルで制作しました。 
・これまでの RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.
プランでは⻑⽅形のキッチンを採⽤していましたが、
CASE 012 では空間に合わせ斜めにカットした本プラン
でしかご覧いただけないキッチンを採⽤しました。 
・モノに拘りのある⽅にはより暮らしを楽しんで頂けるよ
うに、カップボードには間接照明のついた飾り棚、普段の
道具をただ収納するだけではなく、物を置いた際にも映え
るような暮らしの⾵景を作ります. 
・天板は使い勝⼿やメンテナンス性を考え、⼈造⼤理⽯の
シーザーストーンを使⽤しており、グレーの⽯の⾵合いが
美しく、機能的です。オリジナルの洗⾯台も同じ天板を使
い、空間の統⼀を意識しました。 
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【 CASE012 オリジナル洗⾯台 】 
・⽊組みの優しい枠と、⼈造⼤理⽯の調和が美しいオリジナル洗⾯台
をリノベーションプランに合わせて制作しています。⽔栓はトイレの
扉引⼿と同じのブラックで統⼀し、アクセントとしました。 
・洗⾯台は 3⾯鏡を採⽤し、鏡の奥には収納を設けています。意匠と
機能性を両⽴させた設計にしています。 
 
 
 
 
【 CASE 012 建材セレクト 】 
・⽔廻りはフロアタイル・居室はカーペット・リ
ビングはサイザル⿇を使⽤しており、⾜触りの変
化を楽しめます。 
・これまでの PLAN A の建具は扉本体と取っ⼿も
ホワイト⼀⾊で仕上げていましたが、CASE 012
では取っ⼿はブラウンの扉本体と馴染む配⾊か
つ、他の設備とアクセント⾊を揃え、ブラックで
統⼀しました。 
 
 
【 スケルトン施⼯ 】 
部屋全体を躯体のみ残し解体するスケルトン状
態にし、劣化や⽔漏れの原因になる電気配線や
⽔廻りの配管は全て新しく交換しています。普
段⽬に⾒えない床下や壁裏、天井裏まですべて
ゼロから作り変えています。 
そのため、お住まいになってからのメンテナン
スを極⼒抑えることができ、住み⼼地の良い空
間をつくりだしています。 
 
 
【 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してきた物件調達のプロのマイリノが、建物の状態

や管理状況を⾒てリノベーション向きの優良マンションを選びます。今回は、恵⽐寿駅徒歩
９分の都内屈指の好⽴地のマンションが「CASE 012 / PLAN A」のリノベーションの舞台
になりました。 

 
 
■RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. 協業内容 
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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、スタイルのある空間で快
適な暮らしを実現します。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＞ 

 
■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 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.  

「CASE 001 / MASTER PLAN A」 
        https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1523611671_TP.pdf 
    第２弾 RE : Apartment UNITED ARROWS LTD.  

「CASE 002 / MASTER PLAN B」 
https://www.globalbase.jp/prg_data/news/1523870480_TP.pdf 

 
■⼀般の⽅からの問合せ先 
https://www.globalbase.jp/re-apartment/inq_input.php 

 または、電話 0120-965-517（10時-19時） 定休:⽕曜・⽔曜⽇ 
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＜グローバルベイスのコラボレーションプランについて＞ 
 マイリノ byグローバルベイスは、様々な業界のプロとコラボレーションし、細分化された
ライフスタイルに寄り添うリノベーションを提案しています。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⼿に⼊れることが可能です。（対象エリア︓
東京都・神奈川県・千葉県・埼⽟県） 
１．株式会社ユナイテッドアローズとのリノベーションプラン 第 16 弾まで発表︕ 

RE : Apartment UNITED ARROWS LTD. https://www.globalbase.jp/re-apartment/  
２．⻘⼭フラワーマーケット姉妹ブランド parkERs by Aoyama Flower Market 

とのリノベーションプラン 
GREEN DAYS: https://www.globalbase.jp/greendays/ 

3.  獣医師がペットの個性に合わせ住宅ごとに監修。ペットと⼈が快適に暮らすリノベーシ
ョンプラン 
  マイリノペット︓https://www.globalbase.jp/myrenopet/  
４．カリフォルニア⼯務店とのリノベーションプラン 
  OCEAN STYLE RENOVATION: https://www.globalbase.jp/oceanstyle/ 
５．株式会社 DULTON とのリノベーションプラン 

MyRENO JOINT WORK WITH DULTON: https://www.globalbase.jp/dulton/ 
６．最新の IoT を利⽤した「スマートホーム リノベーション」プラン 

マイリノ スマートホーム： https://www.globalbase.jp/smarthome/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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︓https://www.globalbase.jp/commit/  
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（Daigas グループ）    設⽴   ︓ 2002 年 4 ⽉ 
代表取締役社⻑ ︓ 茂⽊ 敬⼀郎                         資本⾦ ︓ 9,500万円 
本社所在地     ︓ 東京都渋⾕区渋⾕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/myreno/ 
※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。 

▲左から 1.RE : Apartment UNITED ARROWS LTD./2.GREEN DAYS/３. マイリノペット /6. マイリノ スマートホーム 

【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 


