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注目されています。

いま確実に、

唯一無二の
新たな価値のついた

確かな実績

中古リノベーション
マンションが

おかげさまで、Mira i  i s . . .  未来図Ⅲシリーズは累計ご成約件数 4 ,000件を

超えました。ここに確かな実績がございます。

30代・男性

今回、リノベーションマンションを初めて見まし
たが、キッチンやお風呂の設備も新築同様でリ
フォームとは全く違っており、綺麗な仕上がり
に驚きました。賃貸にはない高級感があります。
立地・価格・内装の仕上がりを考慮すると、大
変魅力を感じました。

40代・女性

いろいろな物件を見てまわりましたが、収納を多
くとった間取りのセンスの良さと、内装の仕上がり
がとても綺麗だった点が、大変気に入りました。
ナチュラルでシンプルな内装なので、手持ちの
家具を置いても違和感がなく満足しています。

内装

眺望・その他

立地

67.18%

28.90%

3.92%

96.08％96.08％ のお客様が 内装、立地
にご満足されています。

※アンケートによる

年間ご成約件数(2006年~2019年)

累計ご成約件数

4,0００件超

顧客満足度

2018年 2019年

590件

2012年

206件

2007年

59件

2008年

93件

2009年

124件

2010年

228件

2011年

260件

2013年

214件

2014年

330件

2015年

367件

2006年

47件

2016年

420件

2017年

550件
601件



「暮らしやすさ」 「満足のいく住空間」
を意識したMirai is のオリジナルスタイル

美しさ
使いやすさ

×

Bathroom Panasonic（MR-J）/ ホワイトテンダーライン / ライン照明

凹凸をできる限りなくし、
スミや縁などの収まりを美し
く仕上げました。

余計なものをなくす
無理なくまたげる高さ、
約450mm 。ラクに 出入りで
きます。 

ユニバーサルデザイン
デザインをシンプルにし、質感を追
求する。そうして生まれた美しさで
す。

美しく上質である

ナチュラルスタイル

ナチュラルスタイル標準仕様

（仕様により異なります） （仕様により異なります）

浄水器内蔵型シングル
レバー水栓を採用。

浄水器（takagi 製使用）

I Hコンロはシンプルか
つ使いやすさを追 求。
ガスコンロはＳｉセンサー付き
で安全です。

コンロ・グリル
引出し仕様の収納は、
シンプルなデザインな
のに使い 勝 手 がよく、
収納力抜群。

収納

Kitchen Panasonic（V-style）/ シェードホワイト

継ぎ目や隙間がないカウン
ターで、汚れてもささっと拭く
だけ。

おそうじラクラク
肌の色を引き立てて
顔全体をしっかり照らす、

「美ルック」。

ツインライン L E D 照明

Panasonic（C Line）/ アルベロホワイトPowderroom

吐水口部分を引き出せば、花瓶の
水入れやお掃除もラクラク。

マルチシングルレバー

※実物は写真と異なる場合がございます。また、掲載している内容・写真は標準仕様の為、現況を優先させていただきます。予めご了承ください。

DAIKEN（MYフロア）
オーク柄（チャコール）

DAIKEN（MYセレクション オリジナルデザイン）
 ヨーロピアンウォールナット柄

Flooring

個性的な空間を演出する銘木柄。 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。 
また、引きずり傷や凹み傷に強いため、キャスター付
イスや、車イスもご使用いただけます。

特殊オレフィンシートで美しさ長持ち

Door
未来都市開発仕様

従来のレバーハンドルが３０度の
ストロークを必要としたのに
対して、わずか約10度動かす
だけでドアが開閉できます。

進化したラクラクローズ
機能を標準装備。
扉が枠にぶつかって跳
ね返ることを防ぎます。

開戸 引戸

フローリングと建具を同系色の木目で合わせ、
ベージュと白を基調とした設備を導入しました。
どんなライフスタイルにも合い
長く飽きのこない仕様です。



Toilet
E X・ベーシア

取り扱い
住宅設備

戸建住宅・マンションからオフィス・商業施

設などの非住宅向けまで、

多岐にわたる建材・設備機器と幅広い住

関連サービスを提供するグローバル企業。

業界随一の豊富な商品・サービスを展開

しています。

グローバルなネットワークと長年培ってき

た知見・ノウハウを生かし、社会・環境に

配慮しながら、美しいデザインと長きにわ

たり信頼されている質の高い商品を提供

しています。

取り扱い
住宅設備

Kitchen
ラクエラ

昭和24年座卓製造でのスタート以来、ステンレス流し台の製造販売を経て、長年にわたる

技術とノウハウの蓄積から、わが国初のシステムキッチンを開発。現在では住宅設備機器の

専門のメーカーです。最新のシステムキッチンの便利さや耐久性、機能性はそのままに、

多くの方が望まれる自然素材の魅力が活きています。

物件特性に合った設備を展開

住宅設備の進化は、日進月歩です。「適正な施工管理」および「機能とコストのバランス」

を精査した上で、物件特性に合ったリノベーションを展開しております。

Bath
M R-J

Kitchen
V-style

Powder room
C Line

取り扱い
住宅設備

取り扱いメーカーのご紹介

「家電」、「住宅」、「車載」、「BtoB」の４つを事業軸とし、日本、北米、欧州、中国、アジア・大洋州に

おいても、各地域の人材や技術を活かした研究開発体制を敷き、「世界最適開発」を進めています。

7

住まいづくりに欠かせない床材や壁材、天井材、下地材を

はじめ、収納や建築音響製品まで、幅広い住宅用建材を製

造。安全・安心・快適・便利・健康という視点で暮らしを見つ

め、また環境にも配慮しながらあらゆる人にとっての住み心

地の向上をめざした製品を提供しています。

Flooring
M Yフロア

Door
M Yセレクション

取り扱い
住宅設備



アフターサービス保証書R１適合状況報告書

リノベーション協議会の定める検査と
独自のアフターサービス保証、二つの安心をご提供いたします。

一連のフローに則ったリノベーション

建物検査 改修工事 報告 保証 住宅履歴情報

保証書

提供価値は品質確保と情報開示に基づく安心（保証）

「一般社団法人 リノベーション協議会」の定める検査を行い、優良なリノベーションの統 一

規格に則った「 適合リノベーションＲ１住宅 」の証明書を発行しております。

また、安心・安全な住まいをご提供 するために、独自の検査・保証を行っており、お 部屋

の保 証 内 容や 保 証 期 間を部 位

別 に定 め 記 載した 保 証 書を発

行しております。

充実の検査体制で、内装完了後は２級建築士による細かなチェックと適切なリペア、
ご購 入 後の保 証 体 制も万 全です。 設 備・部 位により最 長で10 年のアフターサービス保 証が
ついております。保証受付窓口を設置している為、ご購入後の保証対応もスムーズです。

充実の検査体制と
安心のアフターサービス保証

アフター
サービス
保証

Ｒ1適合
ダブルで安心

リノベーション協議会

A

B

C

３Ｄイメージ 内装完了後

内装完了後

内装完了後

３Ｄイメージ

３Ｄイメージ

※アルファベット記号は場所を､
　矢印は3Dイメージの視点方向を
　表しています。

図面だけではわからない物件の仕上がり具合を、3Ｄイメージでご覧いただけます。

実際の仕上がりに大変近く、内装中でも完成イメージがわきやすくなります。

完成予想をしやすい３Ｄイメージを作成

間取り図 A

B

C
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ClosetCloset

ClosetCloset

Sto.Sto.

Sto.Sto.

Sto.Sto.

Sto.Sto.



2 級 建 築 士 による細 かい 完 了チェック

・SP-01  給水管
・SP-02  給湯管
・SP-03  排水管
・NG-04 ガス管　

・ET-0 1  電気配線
・ET-0 2  分電盤
・ET-0 3  情報系配線
・VA-0 1  換気設備

・AR-01  下地
・AR-02  浴室防水
・FA- 01 住宅用火災警報器

検 査

床の微 細な傷からバルコニー側のエアコン配 管
の施工不良まで、専門の女性スタッフが徹底的に
チェックを行 います。問 題 箇 所を写 真 に 撮り、間
取り図に書き込んで報告。速やかに修正が施され
ます。

問題個所を書き込んだ間取り図

内装完了チェックシート

アフターサービス規準に添った厳しい検査項目を設け、検査の様子を公開しております。
検査の様子をお 客様にご覧いただくことにより、一層の安心・安全をお 届けして参ります。

チェックシートには、クリーニングの状態、異臭の有無、クロス、フ
ローリング、巾木、電気設備、クロゼット、建具・枠、カーテンレー
ル、サッシ・網戸、バルコニー、エアコンなど100以 上 に及 ぶ
チェック項目があり、部屋ごとに細かく確認されます。

検査項目 ライフシュミレーション

【万が一に備えた団信保険】

1年 10年

1千万円

2千万円

3千万円

4千万円

5千万円

20年 30年 35年

65,1460
〈借入額 2,499万円〉

2,499万円のマンション購入の場合

大 手４行と提 携しており、
優 遇 金 利を受けることができます。

万 円約

差 額　自己所有に
ならない

自己所有
になる

毎月のお家賃と比 較してみてください。

自己所有にならない

賃貸の場合

10万円 35年× =
〈月々 の家賃支払い〉 ４,２00

万円

〈月々 の家賃支払い〉

自己所有になる

購入の場合

8万円 35年× =約3,000
万円

1,200

※団体信用生命保険とは

住 宅 を 購 入 する際 に は 、ほとんど の 方 が 住 宅 ローンを 利 用しま す。 その 場 合 万 が 一 に

備えた『団体信用生命保険』※で、家 族 に安 心を残 せます。

住宅ローン専用の生命保険です。万が一
住宅ローンの債務者が死亡・高度障害に
なった場合でも 、団信保険に加入してい
れば、住宅ローン残金分の保険金が金融
機関に支払われます。

マイホーム
購入

お客様に代わって
債務を返済

住宅ローン
返済 死亡・高度障害

債務者

万が一の時

■ローン返済例

※令和２年 9 月1日現在

 借入先  : 三井住友銀行
 借入期間 : 35年　
 金利 : 0.525％（変動金利） 月々 約 円頭金 円

団体信用保険

金融機関


