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が

「きれいにくらす」
！
マンションをつくりました
小学館インサイト研究所は、
『 Oggi 』
『 AneCan 』
『 美的』読者に
「住居に関する調査」
を行いました。
その声を元に、女性誌3誌がマンションづくりに参加。
みなさんの住まいの理想を集め、
その答えを随所にちりばめたマンションとは…？
■ 調査対象：
『 Oggi 』
『 AneCan 』
『 美的』読者の女性
（n=311／平均年齢36.9歳）

！
いちばんの不満は「収納スペースが狭い」
アンケートによると、
＜玄関＞＜キッチン＞＜洗面所＞、どれをとっても今抱いている不満第1位は
「収納スペース」の狭さ、少なさでした。

「カビ」
「湿気」
「掃除のしにくさ」にも不満が…
Q 現在お住まいの住居のバスまわりで不満なのは？
1位 カ ビ

バスまわりに関する
アンケートでは、圧倒的に
「掃除」
にまつわる
不満が集中
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2位 湿 気
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3位 狭 い
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つまり、大半の人が「片付け」
「整理整頓」
「掃除」に悩んでいることが判明。

さらに、皆が集う素敵な場所を求めている！
Q マンションの共有部の希望する設備は？
1 位 気 軽 に 利 用できるラウンジや 屋 上 施 設

192

2 位 来客時に気軽にお茶ができるカフェスペース

132

3 位 子どもを遊 ばせることができるスペース

97

4 位 キッチン教室やヨガ教室などができるスペース

71
0
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「家族や仲間と楽しめてハッピーできれい」

つまり… 「身支度がぱぱっとできていつもきれい」
「片付けなくてもお部屋がきれい」
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それが私たちの提案する

「きれいにくらす」
マンションです！
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は共有部のゲストルームをコラボ

Oggiは
共用スペースの
ゲストルームを
コラボ

GUEST ROOM
気の合う友達を誘いたくなる、
パーティにぴったりなゲストルーム

居心地のいい
ゲストルームで
ハッピーな時間を♪

女性にとって、
気の合う友達と集っておいしいものを食べ、
お
酒を飲んで、
おしゃべりして、
笑い合う…。
そんな時間は、
最高
に楽しくリラックスできて、
自分らしくいられるとき。
「遊び
に来て！」と友達を誘いたくなる共用のゲストルームを
『Oggi』
がプロデュース。
本格派キッチンも完備しているから、
みんなでお料理パーティを開いても！ 写真を撮って思わず
SNSにアップしたくなる、
ステキ空間です。

シャツ￥13,000
（イプセ
〈イプセ〉
）
パンツ￥5,900
（センスオブプレイ
ス バイ アーバンリサーチ キュープ
ラザ原宿店
〈ラングラー×センスオ
ブプレイス〉
） バングル￥3,900、
（ジューシーロック
〈JUICY ROCK Ori
ginal〉）

気の合う友達と集い、美味しい物を食べるハッピーな時間を演出。友達を誘いたくなる、そんなゲストルームをOggiがプロデュース！ みんなで料理を楽し
める本格的なアイランドキッチンも完備しています。SNS映えするステキな空間です。

は共有部のブックラウンジをコラボ

AneCanは
共用スペースの
ブックラウンジを
コラボ

ブックラウンジで
読書しながらゆったりと
週末を贅沢に…

BOOK LOUNGE
時間を気にせずにリラックス、
自分だけの時間を過ごせるブックラウンジ
忙しい日々の中でついつい忘れがちなのは、
読書に没頭した
り、
ゆっくりとリラックスしながら過ごす自分だけの時間。
『AneCan』
はマンションの共用スペースに、
スタイリッシュ
なブックラウンジをコラボ。
体も心も満たされる贅沢な時間
を過ごせます。
N.Y.のブルックリン風の落ち着きがありなが
らも小粋でおしゃれなインテリアも魅力。

ブラウス￥11,000、パンツ￥13,000
（TONAL） ネックレス￥19,000、バングル￥29,000、
ブレスレット￥20,000
（JUPITER代官山
〈JUPITER〉
） 眼鏡￥9,900
（JINS）

忙しい日々に必要なリラックスタイムをここで味わえる、そんなブックラウンジです。N.Yのブルックリンスタイルをイメージした、スタイリッシュで落ち着いた内
装とインテリアで贅沢な時間が過ごせそう。
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はきれいになるスペースをコラボ

美的は
キレイになる
お部屋を
コラボ

LIVING ROOM
毎日のキレイ磨きがさらに楽しくなる
クリーンなリビングルーム
仕事に、
家事に、
子育てに…日々奔走しながらも、
いつでも
「き
れいでいたい」
のが女性の本音。
『美的』
が提案する室内は、
限
られた時間の中でも効率よくスキンケアやメークができて、
コスメや雑貨をすっきり美しく収納できるドレッサースペー
スが一番のこだわり。
またキッチンやお風呂にも
「きれい」
に
こだわる女性が暮らしやすい工夫を。
白を基調にしたスタイ
リッシュな空間で、
毎日のきれいをさりげなく格上げして！

使い勝手抜群の
ドレッサースペースで
心地よくきれいを育んで

（スプレンダーズ ア
カーディガン￥129,000
ンド カンパニー
〈ロレーナ アントニアッツ
ィ〉
）〝アッパーハイツ〟
のTシャツ￥8,000･
〝レッドカード〟
のパンツ￥19,000
（ゲストリ
スト） ネックレス￥3,000･ブレスレット￥
〈JUICY ROCK Origin
3,300（ジューシーロック
al〉）

仕事に家事に子育てに…日々奔走する女性に向けて、限られた時間でも効率よくスキンケアやメークができるスペースを提案！ コスメや雑貨をすっきり
美しく収納できるドレッサースペースもこだわりです。

Check!

お部屋だけでなく、ラウンジやゲストルームなどの共有施設まで…1年近く打ち合わせを重ねてついにお披露目。

女性が、家族が、くらしが、
「きれいになれる」マンション、ぜひご覧あれ。

「オーベルグランディオ三郷中央」
『Oggi』
『AneCan』
『美的』
をはじめ、女性の気持ちや要望に知見をもつ
『小学
館 女性インサイト研究所』
も全面協力した全252戸のマンション。秋葉原か
ら
「つくばエクスプレス」
で直通20分、東京、新宿、品川などの都内の主要
駅までも30分前後という利便性を誇る
「三郷中央」
は今話題のエリア。自分
らしく心地よく、きれいでおしゃれな毎日を送りたい人ぴったりの物件。

■ このリリースの関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください ■

小学館 女性インサイト研究所

担当：大野

大成有楽不動産株式会社

担当：小林

http://www.insightlab.jp/
TE L 03 - 3230 - 9773

https://www.taisei-yuraku.co.jp/
TE L 03 - 3567 - 9415

FAX 03 - 3234 - 6557

FAX 03 - 3567 - 9441

E-mail pr-islab@shogakukan.co.jp

E-mail press-cc@taisei-yuraku.co.jp

