
2階 設備 内容 数量 項目 メーカー 詳細

玄関収納 1 玄関収納 Panasonic VERITIS　ウォールナット

　┣ スリッパ（男性用）

　┗ チェア（スリッパ女性用）

　化粧台A 洗面ボウル sanwacompany エリッセコッコ※展示品のためご使用にはなれません

　┗鏡 ミラーボックス sanwacompany フィーネ ミラー W600 　ブラック

　洗面化粧台B システムドレッサー TOTO エスクア（ESCUA）※展示品のためご使用にはなれません

　化粧台A 洗面ボウル sanwacompany エリッセコッコ※展示品のためご使用にはなれません

　┗鏡 ミラーボックス sanwacompany フィーネ ミラー W600 ブラック※展示品のためご使用にはなれません

　洗面化粧台B システムドレッサー TOTO エスクア（ESCUA）

トイレ 便器 INAX プレアス　LSタイプ※展示品のためご使用にはなれません

風呂 ユニットバス TOTO シンラ　HKシリーズ　Dタイプ※展示品のためご使用にはなれません

キッチン 1 システムキッチン クリナップ W2100×D670 IHコンロ 電気温水器

キッチン 1 未完成キッチン 9株式会社 W2700×D900 IHコンロ 鏡面張り

冷蔵庫 1

ビジネスプロジェクター 1 EB-146OUT EPSON 明るさ4,400lm、解像度WUXGA(1920×1200)

ブルーレイ 1 DMR-BW550 panasonic 3D対応ブルーレイレコーダー

両手鍋21cm 1 直径21cm、深さ8cm

両手鍋20cm 1 直径20cm、深さ10cm

片手鍋 1 直径19cm、深さ10cm

中華鍋 1

フライパン（蓋つき） 1 直径26cm、深さ5cm

ボウル大 1 直径24cm

ボウル小 1 直径18cm

ザル 1 直径24cm

トング 1

ピーラー 1

調理用ハサミ 1

しゃもじ 1

お玉 1

包丁 2

果物ナイフ 1

フライ返し 1

軽量カップ中 1

軽量カップ大 1

菜箸 1

布巾

台ふきん

食器用洗剤 1

食器類 スポンジ 1

グラス小

グラス大

ワイングラス

プレート皿

カップ＆ソーサー

長テーブル 1 昭和木材 ウォールナットの角脚テーブル　W2800 D1000 H710 天板厚35mm

　┣ チェア1 クレス フレームにラバーウッド無垢材を使用したチェア

　┣ チェア2 クレス 背中をしっかりとサポートしながら程よいスクエアさとスリムに仕上げたチェア

　┣ チェア3 クレス 背の存在感とシャープなフォルムのチェア

　┣ チェア4 クレス フレームにビーチを使用したチェア

　┣ チェア5 クレス ローフォルムでありながら広い面積の背と座がしっかりと体を支えるチェア

　┣ チェア6 桜屋工業 足の部分に天然木を使用したチェア

　┣ チェア7 桜屋工業 フレームにラバーウッド無垢材を使用したチェア

　┗ チェア8 桜屋工業 スチールのフレームを使用したチェア

丸テーブル 2 桜屋工業 メラミンの丸テーブル

　┣ チェア1 クレス コンパクトで警戒な木製イス

　┣ チェア2

　┣ チェア3 クレス コンパクトで警戒な木製イス

　┗ チェア4 クレス コンパクトで警戒な木製イス

4階 項目 メーカー 品番

キッチン 1 システムキッチン sanwacompany W2100×D670 IHコンロ 電気温水器 アイランド型

冷蔵庫 1

長テーブル 1 吉桂 PURO ダイニングテーブル　W2100 D910 H710

　┣ チェア1 吉桂 W570 D480 H675 SH440

　┣ チェア2 桜屋工業 W420 D505 H840 SH440

　┣ チェア3 桜屋工業 W420 D510 H820 SH415

　┣ チェア4 桜屋工業 W540 D470 H705 SH420

　┣ チェア5 ミキモク W510 D590 H740 SH430

　┗ チェア6 クレス W435 D560 H770 SH440

その他 IoT 1 IoTシステム AIHEMS

AVアンプ 1 RX-V385 YAMAHA HDR/4K映像伝送やBluetooth®にも対応した5.1ch AVレシーバー

プロジェクター 1 EB-W05 dreamio 解像度/WXGA(720p)、明るさ/全白・カラー3,300lm、コントラスト比/15,000:1

ブルーレイ 1 BDP-S6700 SONY ハイレゾ音源をBluetooth（R）経由で伝送可能なLDAC（TM）対応

ワイヤレスヘッドホン MOTO DW-05 AZDEN 2.4GHzデジタルワイヤレスヘッドホン

スクリーン 1 16:9 100インチ モバイル自立スクリーン

テーブル 1 アスプルンド コーヒーテーブル（強化ガラス）Φ820 H420

　┗ ソファ 6 アスプルンド W650 D740 H710 SH440

ハイテーブル 1 タカショー カウンターテーブル　W1225 D595 H1125

　┗ ハイチェア 2 桜屋工業 スツール

REALリノベスタジオ　設備一覧

2F

モデルルーム

キッチン家電

２F

スタジオ

ルーム

AV家電

家具

調理器具

家電

家具

8

8

4F室内

6

キッチン家電

家具

4F屋上


