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2017年 4月 26日 

報道関係各位 

株式会社サンケイビル 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 株式会社サンケイビル（東京都千代田区大手町：代表取締役社長 飯島一暢）が手がける分譲マン

ション「ルフォン」シリーズでは、かねてより準備を進めてまいりました女性のための商品企画プロ

ジェクト「LA CHIC plus+（ラ シック プリュス）」を始動する運びとなりましたので、ご案内いたし

ます。 

 本プロジェクトは、サンケイビル住宅企画部・女性プロジェクトマネジャーが中心となり、アン

ケートや座談会を通じて分かった女性の住まいへの不満を解消する設備・仕様を取り入れてまいりま

す。住まいの中での家事をどうやって効率的に進めるか、子育てをしていくためには、どんな設備が

装備されていれば便利か等、女性ユーザーファーストで考えるべきことが実に多く存在します。その

解決のために、本プロジェクトを通じて商品企画に柔軟に採用して「ルフォン」の開発を行ってまい

ります。 

 

 [プロジェクトロゴ] 

 

 

 「LA CHIC plus+（ラ シック プリュス）」はフランス語で「la」：女性名詞に使われる定冠詞、

「chic」:粋で上品である様、趣味が良く洗練されている様子という言葉で、全ての女性が「もっとお

洒落に」「いつまでも自分“らしく”」暮らしを楽しんでほしいという願いを込めています。 

 

 

ルフォンオリジナル 女性のための商品企画プロジェクト 

LA CHIC plus+（ラ シック プリュス）始動 

―ルフォンリブレ蔵前、ルフォン浅草橋から実装― 
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■ 女性の『住まいの設備・仕様』に関するご不満アンケート調査・座談会の実施 

[アンケート調査] 

調査時期：2017年 2月 

調査委託先：マクロミル 

サンプル数：418サンプル 

サンプル属性：・女性 100％ 

      ・年齢 20代前半 4.1%、20代後半 15.6%、30代前半 29.1%、30代後半 21.1%、 

   40代前半 20.1%、40代後半 10.0% 

      ・居住地 東京都 52.4%、神奈川県 23.0%、埼玉県 12.9%、千葉県 11.7% 

      ・職業 会社員 51.1％、専業主婦 29.9%、パート・アルバイト 10.5%、 

          公務員 2.4% その他 6.1% 

     ・直近 3年以内にマンション購入済もしくは今後 3年以内にマンション購入検討中： 

   直近 3年以内マンション購入者 43.7%、 

   今後 3年以内マンション購入検討者 56.3% 

     ・現居の居住形態 

   【持家】マンション 47.9%【持家】一戸建て 9.1% 

   【賃貸】マンション・アパート 41.1%、【賃貸】一戸建て 1.7% 

   【社宅・官舎・寮】0.2% 

 [座談会の様子] 

 開催時期：2017年 3月 

 
 

[女性の『住まいの設備・仕様』に関するご不満アンケート結果（抜粋）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お住まいの中でご不満を感じる場所」 トップ３ 

1 位：「収納」７１％、２位：「キッチン」６５％、３位：「洗面室」５５％ 

「収納」のご不満 トップ３ 

1 位：「寝具の収納に困る」６９％、２位：「バッグの収納に困る」６４％ 

３位：「洋服の畳み収納が足らない」６３％ 

「キッチン」のご不満 トップ３ 

1 位：「作業スペースが足らない」６３％、２位：「食品・飲料の収納に困る」６０％ 

３位：「食器の収納に困る」「料理中のレシピ本や iPad 置き場に困る」５４％ 



3 

 

 

 

 

■ アンケート調査・座談会で寄せられたご不満を解消する設備仕様を順次プランに採用 

 ３月にモデルルームがオープンした「ルフォンリブレ蔵前」「ルフォン浅草橋」では、「LA CHIC 

plus+（ラ シック プリュス）」立ち上げに際し実施いたしましたアンケート調査・座談会で寄せられ

た多くの意見を参考にし、理想の生活空間を実現する設備仕様を取り入れています。（下記は一例で

す。） 

 

[キッチン]  

掃除がしづらい           ４９．１％  包丁などツールの収納に困る    ４０．０％ 

調味料の置き場に困る       ４９．５％ 

ホーローパネル 

汚れがつきにくく油も

拭き取りやすい。 

マグネット小物もつけ

られます。 

 

箸置きトレイ付 

スパイスラック 

ラック内にスライド

式の箸置きを装

備。女性の視点で

細部までアイデア

を凝らしています。 

[洗面室]  
 

 [トイレ] 

手を洗うときなど、アクセサリー・小物類の 

一時置き場に困る         ３９．４％ 

 スマホや本の置き場に困る    ３５．４％ 

タオル掛けに 

小物置き＆フック 

タオル掛けに、洗顔

時にメガネ等を置け

る小物置きスペース

とアクセサリーを掛

けるフックを設置。 

 小物置き付 

ペーパーホルダー 

トイレの中でちょっと物

を置きたいとき便利な

小物置きスペースをご

用意しました。 

[収納] 

・50㎡台・2LDKプランにもダブルウォークインクローゼットを採用 

・一部ウォークインクローゼットに 2段式ハンガーパイプを設定        など収納力を高める工夫をしています。 

 

■ 「ルフォンリブレ蔵前」「ルフォン浅草橋」物件概要 

物件名称 ルフォンリブレ蔵前 ルフォン浅草橋 

販売戸数 未定 未定 

予定販売価格帯 2,900万円台～6,700万円台 4,900万円台～7,100万円台 

予定最多価格帯 3,800万円台       ※100 万円単位 5,100、5,200、5,300、5,500、6,800

万円台 ※100 万円単位 

間取り 1LDK～3LDK 2LDK～3LDK 

専有面積 32.46㎡～67.76㎡ 53.62㎡～67.96 ㎡ 

バルコニー面積 3.99㎡～13.59㎡ 3.77㎡～8.71㎡ 

所在地 東京都台東区蔵前四丁目 東京都台東区浅草橋三丁目 

交通 都営大江戸線「蔵前」駅徒歩 3 分 

都営浅草線｢蔵前｣駅徒歩 5 分 

都営浅草線「浅草橋」駅徒歩 5分 

JR 総武線「浅草橋」駅徒歩 6分 

「洗面室」のご不満 トップ３ 

1 位：「パジャマや着替えの置き場に困る」５９％ 

２位：「洗濯物の一時置き場に困る」５６％、３位：「掃除がしづらい」４９％ 
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東京メトロ銀座線｢田原町｣駅徒歩 6 分 他 都営浅草線「蔵前」駅徒歩 6分 他 

総戸数 36戸 31戸 

敷地面積（販売対象面積） 283.68 ㎡ 458.12㎡ 

建築面積 180.42 ㎡ 237.97㎡ 

延床面積 2.063.36㎡ 2,162.54㎡ 

規模・構造 鉄筋コンクリート造 14階建 鉄筋コンクリート造 11階建 

用途地域 商業地域 商業地域 

 

 

■ 分譲マンションブランド「ルフォン」について 

第一号物件竣工から１０年を越えたサンケイビルの分譲マンションブランド「ルフォン」は今年

度の引渡予定戸数が５００戸を超える規模にまで拡大して参りました。立地選定にこだわり、唯一無

二の土地を素材に、そこに住まう人を見据えて、建物の最適解を追求する。ひとつひとつ丁寧な物件

開発に取り組み、皆様に愛されるマンションブランドを今後も構築していきます。 

 基幹ブランド「ルフォン」に加えて、利便性を重視する小世帯の都心生活者に向けた「ルフォン 

リブレ」、住環境を重視する家族に向けた「ルフォン ソレイユ」をラインナップしており、多様な

ニーズに対応する分譲マンションを展開しています。 

 

    

 

 

ルフォン築地 ザ・レジデンス モデルルーム 

 

 

ルフォン流山おおたかの森 モデルルーム 
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■ ブランドタグラインとブランドステートメントについて 

サンケイビルの分譲・賃貸マンションブランド「ルフォン」は、フランス語で「本質」という意味

を持ち、変わる人生に変わらない満足を提供したいという思いが込められています。その思いを「住

むよろこびを、ずっと。」というブランドタグラインとブランドステートメントに込め、ブランドメ

ッセージとして策定しています。 

 

 

【株式会社サンケイビル 会社情報】 

商 号  株式会社サンケイビル（THE SANKEI BUILDING CO., LTD.） 

設 立 日  1951年 6 月 11日 

資 本 金  28,120,463,425円 

株 主 構 成  株式会社フジ・メディア・ホールディングス（100%） 

本社所在地  〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目 7番 2号 

             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料の配布先：国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、東京都庁記者クラブ 

 

 

 

 

 

ルフォンホームページ：http://www.lefond.jp/ 

【リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社サンケイビル 広報課 

TEL：03－5542－1313 

FAX：03－5542－1377 

【プロジェクトに関するお問い合わせ】 

株式会社サンケイビル  

住宅・シニア事業グループ住宅企画部 

TEL：03－5542－1370 

FAX：03－5542－1388 

http://www.lefond.jp/

