


術

表3 表4

ORANGE PRESS I IDEE SPECIAL INTERVIEW ORANGE PRESS I IDEE SPECIAL INTERVIEW 

Overview 
様々な住宅プ9ンドを取り扱うオレンジ9ヽウスが自信をもってオススメする「BOUSE CA<VAS」 。
住宅セ通してまった（新しい人生の楽しみ方を提案するWE LABELと 、

イン79ア好きなら誰しもが知るイテーがコラボレーションして111生した暮らしと丁寧に向き合うための家。

プ9ンド誕牛を記念して今回はイデージョップ自由が斤店にて｀ その魅力と家づくりに欠かせない苔らしのアイディアセインクビュー
。

インテリアの視点から考える、丁寧に暮らす家づくり。

． 

STYLING POINT 春のお部屋を彩るフアプリック

この春 イデ ーでは 、 空 間に華やかな表情を与える、インテリアファプリックと 植物との暮らしをご提案。
自由が丘店では春 らしいミントカラー をセレクトしたポ ーラ ソファと、華やかなヴィンテージキルトをアクセントにコ ーディネ ート。
イデ ーでは珍しいパステルカラーを基潤にしながらも、甘すぎない大人の女性に向けたスタイリングになっています。
店頭にはカーテン、クッション、ラグなど季節感を取り入れやすい多種多様なファブリックアイテム が続々と入荷しています。
さらにお部屋に表栢を与えているのが、ところどころに添えられた植物たち。ドライフラワーのフライングリ ースもグリ ーン抵当のスタッフさんお手製とのこと！
さまざまなテクニックをスタッフの方 からアド バ イスして頂けます。 ぜひ足を連んでみてください。

ABOUT HOUSE CANVAS 

※直像はイメージです。 掲載，，，真には、一蔀椋準仕様ではないものが含まれます口

CONCEPT 

余白のある家

好きなもので作り上げていく 、 住んで
からもっと楽しく なる家。 新品もいい
けど、椛年変化していくこ とも味わえ
る。 た（さん飾るも、 少し飾るも、 住
み手次第。 あなたら しい総ら しを自由
に楽しめるように、 随所に余白を残し
た空間設計を施しました。

HOUSE CANVAS 
本体価格/1,800万円～（税抜）

延床面稼/105.llrrl(31.79坪）

床面積/ IF:58.74rrl(l7.76坪）
2F: 46.37nl(l4.02坪）
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DIMANCHE Series 

デイモンシュシリーズ
_J 

HOUSE CANVASのモ デルルームは、インテリ
アコーディネートまで全てイデーが監修。家具は
イデーのベストセラー "ディモンシュシリーズ ”を
中心にスタイリングされています。リビングの顔に
なるソフアは、経年変化を楽しめるレ ザー ·豊宮
なバリエーションのファブリックがあり、お好み
に合わせたテイストでコ ーディネートできます。

他にもHOUSE CANVASだけのオリジナルデザ
インの家具もセレクト可能で、慟くスタッフから
もこの まま住みたい！という声があがっている
んだとか。
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イデーがおすすめするアートのある暮らし。
自由が丘I占3F併設のアートギャラリ ーではさまざまな魅}J溢れるアーティスト
の作品が常時取り揃えられています。自分だけのお気に入りの作品との出会いや、
ァートを気軽に楽しむためのヒントを得られます。

n々の暮らしに花やグリーンを取り入れると季節の移ろい を感じます。

ドライフラワーはアレンジもしやすく、飾り方もいろいろ。
アクセントウォール 一面にマスキングテープ で留めるだけの簡単アレンジはこの
春オススメのテクニックです。

SHOP INFO 

SHOP DATE 

企〒152-0035

東京都目黒区自由が丘2-16-29

〇営業時間/11:30~20:00
11:00-20:00 (上H祝）

⑤ TEL/03-5701-7555 
@ FAX/03-5701-0886 

イデーの世界観をトータルに表現する旗艦店。
「Laugh&Luxe」をテーマに、長く愛着を持っ
て使うことができるデイリーグッズや気持ちが
豊かになるクラフトを取り掴えました。また住ま
いのアイディアを形にするコーディネートラボで
は、楽しみながら自分らしい寡らしを見つけ てい
ただけます。訪れるたびに心 を揺さぶるような
出会いの種を、いつもたくさん蒔いている豊かな
場所でありたいと思います。

春の新生活

インテリア相談会

2/9 (fri)-3/26(mon) 

ご予約受付中
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ORANGE HOUSE LINE UP

ORANGE PRESS EVENT INFORMATION ORANGE PRESS BRAND LINE UP

オレンジハウスの新築住宅ラインナップOPEN HOUSE
完成見学会

フリークスストアが
つくる家

倉庫をテーマにした
インダストリアルデザインの家

「カリフォルニアの風」が
吹き抜ける家

自分好みのレイアウトが
選べる「弁当箱」のような家

シンプルは美しい。
｢ZERO-CUBE｣1,000万円。

本体価格 / 200万円(税抜) 本体価格 / 200万円(税抜) 本体価格 / 300万円(税抜) 本体価格 / 500万円(税抜)

ゼロキューブがスマートになりました
大人気規格住宅ZERO-CUBEの高いデザ
イン性と自分たちらしい暮らし方に合わせて
オプションを選んで足し算していく楽しさを
そのままに狭小地向けのコンパクトサイズが
仲間入り。その名も「ZERO-CUBE MINI！

1階に1部屋をプラス
 + BOX

中2階の大型収納空間
 + STORAGE

屋上のバルコニーをプラス
 + SKY BALCONY

ビルトインガレージ3階建て
 + INNER GARAGE

1,000万円のスタイリッシュな家をベースにこだわりや楽しみをプラスする、住まいの新発想。あなたは何をプラスする？FUN OPTION

本体価格 / 1,980万円～(税抜)

オレンジハウス東京オリジナル狭小プラン

本体価格 / 1,600万円～(税抜) 本体価格 / 1,850万円～(税抜)

本体価格 / 1,600万円～(税抜) 本体価格 / 1,600万円～(税抜) 本体価格 / 1,800万円～(税抜)

ほどよく自然体でかっこよく暮す家

オ
リ
ジ

ナ
ルバックをプ

レ

ゼ
ン
ト
！

オ
レ

ンジ
プレスを見たで

「土地探しや中古物件探し、資金の相談、新築・リノベーションの設計・デザインやインテリアやエクステリアの
コーディネートまで、すべてひとつの会社にお任せできたらいいのに…」そんなご要望に応えるために、オレンジ
ハウスは不動産・設計・デザイン・ファイナンスのスペシャリストによる専属チームがお客様の住まいづくりを
サポートいたします。

SERVICE サービス

コンパクトなのに、広い。
スキップフロアの理想空間。
アートパネルの映えるマリンテイストで
プライベートサロンも開ける空間設計に。

Date. 5/19Sat 20Sun

アトリエのある暮らし

※掲載画像はイメージです。実際の施工事例とは異なります。

※掲載画像はイメージです。実際の施工事例とは異なります。

HACHIOJI

10:00-17:00

ブラックでスタイリッシュな三角屋根のこだわりの注文住宅。
1Fはブラックを基調とした海外仕様のエントランス。
2Fリビングは勾配天井と室内窓を設けた解放感ある間取り。
憧れのエースホテルのような、さまざまな要素をMIXした
アーティスティックでクリエイティブな空間が間もなく完成します。

※開催日程・内容は予告なく変更となる場合がございます。
※見学会の開催状況はお電話または公式HPをご覧ください。

Date. 4/21Sat 22Sun

HACHIOJI

10:00-17:00

株式会社オレンジハウス
https://orangehouse-tokyo.com/

お問い合わせはこちら

0120-121-554

アートと暮らす家
lives with art
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