
完完成イメージパース
Designed by

艶のある面材やウォールナット調が繰り出す贅と安らぎ。艶のある面材やウォールナット調が繰り出す贅と安らぎ。

重厚感あふれる、グレイス・モダンスタイルです。重厚感あふれる、グレイス・モダンスタイルです。 プランナーのこだわりポイントプランナーのこだわりポイントと快適な住み方のご提案 快適な住み方のご提案 

ご注意 ： 上記イメージパース内の設備は CG 合成によるイメージ画像であり、 家具 ・ 装飾等は実際には含まれません。 イメージ画像は現況と異なる場合があります。 詳細については担当者までお問い合わせください。

当住宅はリノベーション住宅推進協議会の定める
適合リノベーション住宅のＲ１基準（マンション
専有部内の給排水管などの重要インフラに検査を
行い、２年以上の保証及び住宅履歴を付帯）を満
たした〈Ｒ１住宅〉です。

Ｒ１住宅適合予定

Ｒ１住宅について

建具やフローリングは重厚感漂う木目柄仕様で全体をコーディネートし、上質で凛とした雰囲気を演出。
調湿機能を持つエコカラットタイルとダウンライトを組み合わせ、機能性とデザイン性の高い空間を実現しました。

てて

建具やフローリングは重厚感漂う木目柄仕様で全体をコーディネートし、上質で凛とした雰囲気を演出。演た雰囲気をとしたた雰雰雰囲気を演雰囲気を演出。たたたたた

※シャンデリアは実際には含まれません。LIVING & DINING
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14.0J

都心で贅沢に暮らす都心で贅沢に暮らす
　ゆったり広々 2ＬＤＫプラン　ゆったり広々 2ＬＤＫプラン

貝屋貝屋

なかのサンクォーレ1408号室なかのサンクォーレ1408号室

中野区中野 4-3-1
専有面積 71.91ｍ2

平成 6年築
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※アルファベット記号は場所を、 矢印は 3D パースの視点方向を表しています。
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アクセントクロス

ＬＤＫ
洋室 1

洋室 2

ＬＤＫ
トイレ一部壁面

一部壁面

天井

一部壁面
一部壁面

廊下 一部壁面

エコカラット

×
ARISE ご購入者特典に北欧デンマークの高級インテリアショップ BoConcept が

仲間入り ! それを記念して 『BoConcept×ARISE』 コラボパースをお届けします。
★家具 ・ 装飾等はイメージパースであり、 実際には含まれません。

Milano テーブル

Lausanne チェア

Carlton ソファ

City detail barca フォトアート



完完成イメージパース プランナーのこだわりポイントプランナーのこだわりポイントと
快適な住み方のご提案 快適な住み方のご提案 
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ご注意 ： 上記イメージパース内の設備は CG 合成によるイメージ画像であり、 家具 ・ 装飾等は実際には含まれません。 イメージ画像は現況と異なる場合があります。 詳細については担当者までお問い合わせください。いていては担は担は担当者当者当者までままでお問お問お問い合合い合わせわせわせください
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際には含ま含ままれまれまれませんせんせん イイ。 イメメメージ画ジ画ジ画像は像は像は現況現況現況と異と異と異なるなるなる場合場合場合があがあがありまりまりますすす。 詳詳詳詳詳詳細についい
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ご注ご注ご注意意意 ： 上上記上記イメイメ ジジージパパパー 内ス内ス内 設の設の設備は備は備は CGCG 合成合成合成によによるるイるイメメージジ画像で
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廊下壁面にエコカラット

を採用し、照明との組合

せで陰影の美しいエレガ

ントな空間に。

書斎や趣味の部屋と

しても使える洋室 2。

クローゼット付きな

ので、収納部屋とし

ても使えます。

内部：枕棚、ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

洋室 1には衣類や小物、

スーツケースなどを収

納できる大型クローゼ

ットを設置。

一部壁面ににシックなアクセントクロスを貼り、落ち着きのある空間に仕上げました。2面採光の明るいリビングは、家具のレイアウトがしやすい縦長空間になっています。

ENTRANCE

ROOM

CLOSET

BEDROOMLIVING & DINING

6.0J

7.0J

Ｌｕｇａｎｏ ベッド

Forest glade ガラスアート

Dimas ラグ

Fermo TV ユニット

Wire スツール

Silhouettes フォトアート

Cupertino デスク
Ａｄｅｌａｉｄｅ チェア

Ｖｉｖｕｓ ラグ



商 品 一 覧

ご注意 ：上記イメージパース内の設備は CG 合成によるイメージ画像であり、 家具 ・ 装飾等は実際には含まれません。 イメージ画像は現況と異なる場合があります。 詳細については担当者までお問い合わせください。

商品一覧商品一覧
Designed by

大光電機

ＬＥＤシーリングライト

調光機能タイプ、リモコン付き

大光電機

ＬＥＤダウンライト

Lighting

設備 :お掃除リフトアップ、壁付リモ
      コン、 W パワー消臭、
      暖房便座、スローダウン便座

ミラー：3 面鏡・くもり止めコート付き
キャビネット：フルスライドタイプ

ダーク調の鏡面扉が美しい洗面台。

Powderroom Lavatory

縦に配置したLED照明

により、顔に影を作りま

せん。ミラー裏は、全て

収納スペースです。

※防音フローリング

ウォールナット柄アンバー

温かみのある木の味わいが美しいデザイン。リビン

グドアは光を取り入れ開放的な雰囲気をつくる採光

タイプです。ARISEだけのオリジナルデザインです。

玄関収納は艶のある鏡面ピュアホワ

イトで、上質な玄関を演出します。

フラットタッチ仕様で、スッキリとした

美しい空間をつくります。

高級感が漂う贅沢な雰囲気の

フローリング。傷や汚れに強く、

ワックス掛けが不要で、お手入れ

が簡単です。

Flooring & Door
上品な暮らしを楽しむ、重厚感あふれるデザイン。

サイズ ： 1418
シャワー：メタルシャワーヘッド
収納棚：メタルシェルフ
照明：ＬＥＤダウンライト

ダイナミックなストーン柄を繊細に再現した壁面パネル。

　　　　　ダーク調パネルがラグジュアリーな雰囲気のバスルーム。

Bathroom

換気乾燥暖房機換気乾燥暖房機

暖房や雨の日の洗濯物の

乾燥など快適に過ごせる

うれしい機能。

エコフルシャワーエコフルシャワー

うれしい節水型でもたっぷり

の浴び心地を体感できる

シャワー。

ワイドミラーワイドミラー

上質なバスルーム空間に

広がりと開放感が生まれる

ワイドミラー。

リラックスできる浴槽リラックスできる浴槽

心地よさにこだわった浴槽

形状でリラックスできます。

ソレオ

人造大理石ワークトップ人造大理石ワークトップ

天然石を思わせるストーン系

ワークトップ。耐久性に優れ、

拭き取りやすいです。

設備： 食器洗い乾燥機、オールインワン浄水栓、
 ドアポケット、水切りカゴ、水切りプレート
取手：ハンドル取手
カウンター：人造大理石
コンロ：2 口 IH ヒーター + ラジエントヒーター

ヴィンテージ感ある大人びた佇まいのストーン系ワークトップと

　　　　光沢あるミディアムウッドカラーの組み合わせが高級感を漂わせます。

 

食器洗い乾燥機食器洗い乾燥機

洗浄力も使い勝手も優れた

食器洗い乾燥機。大容量で

節水タイプで環境にも経済

的にも優しいです。

たっぷりスッキリの収納たっぷりスッキリの収納

引出し内のムダな空間をなく

して大容量の収納を実現。

取り出しやすく収納できるか

ら、効率よく作業できます。

オールインワン浄水栓オールインワン浄水栓

お湯を出す時、「カチッ」と

分かるエコタイプ。シャワー

ヘッドは引き出して使え、シン

クの隅々まで洗えます。

サイズ ：Ｗ2400

Kitchen

洋室ドア 洋室引き戸リビングドア
採光スリット
入り

※画像は標準仕様です。

実際とは異なる場合があります。

ShoesCloset

継ぎ目や隙間のない一体

型カウンターは拭くだけ。

引き出して使えるマルチ

シングルレバー水栓で、

お掃除ラクラクです。

サイズ ：Ｗ900

「超節水ECO5トイレ」。お掃除リフト

アップ機能で、隙間の汚れが奥まで

拭けてニオイの元もカットします。

洗面化粧台 XV アメージュ

お掃除リフトアップ

リモコン

お手入れしやすい

節水型エコトイレ。

温かみのある電球色で、

くつろぎの空間を演出。

AS オリジナル

サイドキャビネット：Ｗ300

※この物件は２口IH ヒーター+ ラジエントヒーターになります。。

レ。

至福のひととき至福のひととき

機能充実機能充実ラグジュアリーなデザインと機能性ラグジュアリーなデザインと機能性

スライドストッカースライドストッカー浄水栓浄水栓

ShoesClosetShoesClosetDoorDoorFlooringFlooring


