府中25期
勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができるので
便利です。

和室
リビングの隣にある和室は、お子様の遊び部屋として利用したり、
家事の合間の休憩スペースとしてもお使いいただけます。

タタミコーナー
リビングから30cm高い小上がりのタタミコーナーは、スタイリッシュ
でデザイン性に優れているので、リビングをよりおしゃれに見せて
くれます。

リビング収納

シューズインクロゼット

家族のくつろぎの空間を常にきれいな状態に保てるよう、リビングにも
しっかりとし収納スペースを設けました。

土間続きのシューズインクロゼットには、靴はもちろん、
ベビーカーやアウトドア用品なども収納できます。

生活用品のストック場所、掃除用具の置場として等、
様々な用途にお使いいただけます。

ママコーナー

１階ホール収納

お母さんのために設計されたママコーナー。
家計簿をつけたり、今日の献立をパソコンで調べたりするのに
とても便利なカウンターです。

１階ホールに設けた収納スペースには、玄関付近に置いておきたい小
物や掃除用具、トイレ用品のストックなどの収納場所に便利です。

キッチン収納

お子様のプレイルームにしたり、お昼寝スペースにしたりと、
多用途にお使いいただけます。

キッチン横の収納は、ミネラルウォーターや
食品の保管にも大活躍です。

中庭テラス

キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

贅沢に設けた中庭テラス。
テーブルやイスをカフェスペースにしたり、ガーデ
ニングを楽しんだり、様々な使い方ができます。

パントリー
ペットボトルや乾物、缶詰など、食品の
ストックに便利な収納スペースです。
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【区画図】

３LDK+洗面棚+W.I.C
+キッチン収納+オープンキッチン+勝手口+小屋裏収納
95.25㎡ （28.81坪）
76.00㎡ （22.99坪）

ちょっとした家事や読書、パソコンでの調べ物などにも
重宝する、ママに嬉しいスペースです。

1Ｆ

1

4

2

2
3

ミシンやアイロンなどができる奥様の
作業台としてや、お子様のお勉強、PC
スペースなど、様々な用途でお使いい
ただけます。

4

ＬＤＫ
（14.37帖）

6

洋室
（5.31帖）

クロゼット

玄関

洗面室には3段の棚を設置しました。
タオルや着替えを用意しておけるほか、
日用品の収納にも便利です。

折上天井

3部屋からアクセス可能な南向きバル
コニー。洗濯物を干すだけでなく、家族
のくつろぎ空間としても利用できます。

広々バルコニー

ウォークインクロゼット
お洋服はもちろん、色々な荷物を収納できるウォークイン
クロゼット。お部屋を整理整頓しやすくとても便利です。
収納力たっぷりのウォークインクロゼットを２ヶ所設けまし
た。お洋服はもちろん、色々な荷物を収納でき、お部屋
を整理整頓しやすくとても便利です。

ゆったりとした奥行きを確保したバルコニー。屋外の空気を
感じながら物干し以外にも様々な用途で愉しめます。

ワイドクロゼット

テラスバルコニー

ワイドな収納スペースを設けているので、
ご夫婦のお洋服もしっかり収納できます。

奥行きのあるテラスバルコニー。
余裕を持って洗濯物を干せるのはもちろん、
カフェスペースとして楽しんだり、天体観測な
ど、様々な用途に使えるスペースです。

6

ルフ
�ラ
フ�
ト

バルコニー

1 洗面棚
洗面室には３段の棚を設置しました。
タオルや着替えを用意しておけるほか、
日用品の収納にも便利です。

4 勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができる
ので便利です。

2 キッチン収納
キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

5 ウォークインクロゼット
お洋服はもちろん、色々な荷物を収納
できるウォークインクロゼット。お部屋を
整理整頓しやすくとても便利です。

3 オープンキッチン
キッチンに居ながらダイニングを見渡
せる、子育てにも嬉しい解放感あふ
れるキッチンです。

6 小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使
わないけどとっておきたい荷物を収納
するのに最適です。

ダブルクロゼット

小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使わないけどとって
おきたい荷物を収納するのに最適です。

フレックスウォール
ライフスタイルに合わせたお部屋の間仕切り仕様。親子一緒の
寝室として使用したり、子どもが大きくなったら個々のお部屋とし
て使用するなど、多様に対応できます。

小屋裏収納

壁一面に配置されたクロゼット。たくさん
のお洋服はもちろん、いろいろな物を
収納で来て便利です。

納戸
収納としてはもちろん、憧れのドレッサールームや
小さな趣味部屋としてもご利用いただけます。

洋室
（5.62帖）

クロゼット

洋室
（6.0帖）

バスタオルや洗面用具、日用品などを整理
できる便利な３段の棚を設置しました。

ワイドバルコニー

5

1

床暖房

洗面棚

ウォークイン
クロゼット

洗面室

床暖房

5

2Ｆ

浴室

3

ミセスカウンター

38.00㎡
38.00㎡

母
屋
下
が
り

物入

リビングにいることが多いママのために設けたカウンター。
ママに限らず、お子様の宿題、パパのパソコンなど、幅広い用
途で使える便利なスペースです。
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２階ホール収納
２階で使う掃除用具や、家族で共有するもの、季節家電の収納など、
ご家族のスタイルに合わせて様々な用途でご活用いただけます。

※敷地内に電柱・支線が入る場合があります。
※イメージパースは図面を基に描き起こした
もので、実際とは異なります。
※図面と現況が異なる場合には、現況優先と
させていただきます。
※点線部分（母屋下がり）は、斜め天井に
なっております。
※建物仕様・設備仕様等は、詳細設計、及び
建築段階で変更となる場合がございます。
詳しくは、弊社担当にご確認ください。

府中25期
勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができるので
便利です。

和室
リビングの隣にある和室は、お子様の遊び部屋として利用したり、
家事の合間の休憩スペースとしてもお使いいただけます。

タタミコーナー
リビングから30cm高い小上がりのタタミコーナーは、スタイリッシュ
でデザイン性に優れているので、リビングをよりおしゃれに見せて
くれます。
お子様のプレイルームにしたり、お昼寝スペースにしたりと、
多用途にお使いいただけます。

中庭テラス
贅沢に設けた中庭テラス。
テーブルやイスをカフェスペースにしたり、ガーデ
ニングを楽しんだり、様々な使い方ができます。

リビング収納

シューズインクロゼット

家族のくつろぎの空間を常にきれいな状態に保てるよう、リビングにも
しっかりとし収納スペースを設けました。

土間続きのシューズインクロゼットには、靴はもちろん、
ベビーカーやアウトドア用品なども収納できます。

生活用品のストック場所、掃除用具の置場として等、
様々な用途にお使いいただけます。

ママコーナー

１階ホール収納

お母さんのために設計されたママコーナー。
家計簿をつけたり、今日の献立をパソコンで調べたりするのに
とても便利なカウンターです。

１階ホールに設けた収納スペースには、玄関付近に置いておきたい小
物や掃除用具、トイレ用品のストックなどの収納場所に便利です。

キッチン収納
キッチン横の収納は、ミネラルウォーターや
食品の保管にも大活躍です。
キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

パントリー
ペットボトルや乾物、缶詰など、食品の
ストックに便利な収納スペースです。
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【区画図】

３LDK+リビング収納
95.25㎡ （28.81坪）
75.60㎡ （22.87坪）

37.80㎡
37.80㎡

ちょっとした家事や読書、パソコンでの調べ物などにも
重宝する、ママに嬉しいスペースです。
リビングにいることが多いママのために設けたカウンター。
ママに限らず、お子様の宿題、パパのパソコンなど、幅広い用
途で使える便利なスペースです。

1
2

4

ミシンやアイロンなどができる奥様の
作業台としてや、お子様のお勉強、PC
スペースなど、様々な用途でお使いい
ただけます。

洗面棚

洗面室

1

3

ミセスカウンター

1Ｆ

物入

浴室

3

母
屋
下
が
り

2Ｆ

洋室
（4.5帖）

5

クロゼット

ＬＤＫ
（14.12帖）

6

2

床暖房

3部屋からアクセス可能な南向きバル
コニー。洗濯物を干すだけでなく、家族
のくつろぎ空間としても利用できます。

広々バルコニー

お洋服はもちろん、色々な荷物を収納できるウォークイン
クロゼット。お部屋を整理整頓しやすくとても便利です。
収納力たっぷりのウォークインクロゼットを２ヶ所設けまし
た。お洋服はもちろん、色々な荷物を収納でき、お部屋
を整理整頓しやすくとても便利です。

ゆったりとした奥行きを確保したバルコニー。屋外の空気を
感じながら物干し以外にも様々な用途で愉しめます。

ワイドクロゼット

テラスバルコニー

ワイドな収納スペースを設けているので、
ご夫婦のお洋服もしっかり収納できます。

奥行きのあるテラスバルコニー。
余裕を持って洗濯物を干せるのはもちろん、
カフェスペースとして楽しんだり、天体観測な
ど、様々な用途に使えるスペースです。

クロゼット
小屋裏収納

物入

洋室
（6.5帖）
折上天井

バルコニー

1 キッチン収納
キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

4 勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができる
ので便利です。

2 リビング収納
生活用品のストック場所、掃除用具の
置場として等、様々な用途にお使いい
ただけます。

3 オープンキッチン
キッチンに居ながらダイニングを見渡
せる、子育てにも嬉しい解放感あふ
れるキッチンです。

5 小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使
わないけどとっておきたい荷物を収納
するのに最適です。

ダブルクロゼット

小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使わないけどとって
おきたい荷物を収納するのに最適です。

フレックスウォール
ライフスタイルに合わせたお部屋の間仕切り仕様。親子一緒の
寝室として使用したり、子どもが大きくなったら個々のお部屋とし
て使用するなど、多様に対応できます。

5

壁一面に配置されたクロゼット。たくさん
のお洋服はもちろん、いろいろな物を
収納で来て便利です。

納戸
収納としてはもちろん、憧れのドレッサールームや
小さな趣味部屋としてもご利用いただけます。

ク
ロ
ゼ
�
ト

フ
ルラ
��
フト

玄関

床暖房

バスタオルや洗面用具、日用品などを整理
できる便利な３段の棚を設置しました。

ウォークインクロゼット

洋室
（5.5帖）

4

洗面室には3段の棚を設置しました。
タオルや着替えを用意しておけるほか、
日用品の収納にも便利です。

ワイドバルコニー
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+キッチン収納+オープンキッチン+勝手口+小屋裏収納

２階ホール収納
２階で使う掃除用具や、家族で共有するもの、季節家電の収納など、
ご家族のスタイルに合わせて様々な用途でご活用いただけます。

※敷地内に電柱・支線が入る場合があります。
※イメージパースは図面を基に描き起こした
もので、実際とは異なります。
※図面と現況が異なる場合には、現況優先と
させていただきます。
※点線部分（母屋下がり）は、斜め天井に
なっております。
※建物仕様・設備仕様等は、詳細設計、及び
建築段階で変更となる場合がございます。
詳しくは、弊社担当にご確認ください。

府中25期
勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができるので
便利です。

和室
リビングの隣にある和室は、お子様の遊び部屋として利用したり、
家事の合間の休憩スペースとしてもお使いいただけます。

タタミコーナー
リビングから30cm高い小上がりのタタミコーナーは、スタイリッシュ
でデザイン性に優れているので、リビングをよりおしゃれに見せて
くれます。
お子様のプレイルームにしたり、お昼寝スペースにしたりと、
多用途にお使いいただけます。

中庭テラス
贅沢に設けた中庭テラス。
テーブルやイスをカフェスペースにしたり、ガーデ
ニングを楽しんだり、様々な使い方ができます。

リビング収納

シューズインクロゼット

家族のくつろぎの空間を常にきれいな状態に保てるよう、リビングにも
しっかりとし収納スペースを設けました。

土間続きのシューズインクロゼットには、靴はもちろん、
ベビーカーやアウトドア用品なども収納できます。

生活用品のストック場所、掃除用具の置場として等、
様々な用途にお使いいただけます。

ママコーナー

１階ホール収納

お母さんのために設計されたママコーナー。
家計簿をつけたり、今日の献立をパソコンで調べたりするのに
とても便利なカウンターです。

１階ホールに設けた収納スペースには、玄関付近に置いておきたい小
物や掃除用具、トイレ用品のストックなどの収納場所に便利です。

キッチン収納
キッチン横の収納は、ミネラルウォーターや
食品の保管にも大活躍です。
キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

パントリー
ペットボトルや乾物、缶詰など、食品の
ストックに便利な収納スペースです。
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【区画図】

３LDK+S.I.C+２階ホール収納
95.26㎡ （28.81坪）
76.14㎡ （23.03坪）

母屋下がり

1
2

1Ｆ

クロゼット

3

ミセスカウンター
ミシンやアイロンなどができる奥様の
作業台としてや、お子様のお勉強、PC
スペースなど、様々な用途でお使いい
ただけます。

浴室

4
5

物
入

洗面室

玄関

1
床暖房

3

3部屋からアクセス可能な南向きバル
コニー。洗濯物を干すだけでなく、家族
のくつろぎ空間としても利用できます。

広々バルコニー

ウォークインクロゼット
お洋服はもちろん、色々な荷物を収納できるウォークイン
クロゼット。お部屋を整理整頓しやすくとても便利です。
収納力たっぷりのウォークインクロゼットを２ヶ所設けまし
た。お洋服はもちろん、色々な荷物を収納でき、お部屋
を整理整頓しやすくとても便利です。

ゆったりとした奥行きを確保したバルコニー。屋外の空気を
感じながら物干し以外にも様々な用途で愉しめます。

ワイドクロゼット

テラスバルコニー

ワイドな収納スペースを設けているので、
ご夫婦のお洋服もしっかり収納できます。

奥行きのあるテラスバルコニー。
余裕を持って洗濯物を干せるのはもちろん、
カフェスペースとして楽しんだり、天体観測な
ど、様々な用途に使えるスペースです。

6
ク
ロ
ゼ
�
ト

洋室
（5.25帖）

バルコニー

2 キッチン収納
キッチン横の収納は、調理器具や食品、
ミネラルウォーターなどの保管に大活躍
です。

5 フレックスウォール
ライフスタイルに合わせたお部屋の間仕
切り仕様。親子一緒の寝室として使用し
たり、子どもが大きくなったら個々のお部
屋として使用するなど、多様に対応でき
ます。

3 勝手口
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができる
ので便利です。

6 小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使
わないけどとっておきたい荷物を収納
するのに最適です。

ダブルクロゼット

小屋裏収納
季節物や思い出の品など、普段は使わないけどとって
おきたい荷物を収納するのに最適です。

フレックスウォール
ライフスタイルに合わせたお部屋の間仕切り仕様。親子一緒の
寝室として使用したり、子どもが大きくなったら個々のお部屋とし
て使用するなど、多様に対応できます。

２階で使う掃除用具や、家族で共有する
もの、季節家電の収納など、ご家族の
スタイルに合わせて様々な用途でご活
用いただけます。

ク
ロ
ゼ
�
ト

壁一面に配置されたクロゼット。たくさん
のお洋服はもちろん、いろいろな物を
収納で来て便利です。

納戸
収納としてはもちろん、憧れのドレッサールームや
小さな趣味部屋としてもご利用いただけます。

4 ２階ホール収納

フラットルーフ

4

5
洋室
（6.0帖）

折上天井

土間続きのシューズインクロゼットには、
靴はもちろん、ベビーカーやアウトドア
用品なども収納できます。

物入

小屋裏収納

ＬＤＫ
（15.37帖）

1 シューズインクロゼット

洋室
（4.5帖）

シューズイン
クロゼット

床暖房

2

6

洗面棚

バスタオルや洗面用具、日用品などを整理
できる便利な３段の棚を設置しました。

母
屋
下
が
り

2Ｆ

洗面室には3段の棚を設置しました。
タオルや着替えを用意しておけるほか、
日用品の収納にも便利です。

ワイドバルコニー

39.38㎡
36.76㎡

ちょっとした家事や読書、パソコンでの調べ物などにも
重宝する、ママに嬉しいスペースです。
リビングにいることが多いママのために設けたカウンター。
ママに限らず、お子様の宿題、パパのパソコンなど、幅広い用
途で使える便利なスペースです。
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+キッチン収納+勝手口+フレックスウォール+小屋裏収納

２階ホール収納
２階で使う掃除用具や、家族で共有するもの、季節家電の収納など、
ご家族のスタイルに合わせて様々な用途でご活用いただけます。

※敷地内に電柱・支線が入る場合があります。
※イメージパースは図面を基に描き起こした
もので、実際とは異なります。
※図面と現況が異なる場合には、現況優先と
させていただきます。
※点線部分（母屋下がり）は、斜め天井に
なっております。
※建物仕様・設備仕様等は、詳細設計、及び
建築段階で変更となる場合がございます。
詳しくは、弊社担当にご確認ください。

