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2012 年 4 月 25 日 

各   位 
株 式 会 社 大 京 

 
株式会社大京（本社：東京都渋谷区、社長：山口陽）において活動中の、新しいカタチのモノづく

りプロジェクト「ライオンズリビングラボ」では、お客さまの視点でモノづくりをする取り組みとし

て、女性の声を中心にモニタリング調査活動を行い、商品開発を行っております。このたび、「ライ

オンズリビングラボ」が定期的に行っております「ライオンズリビングラボ座談会」（過去９回開催）

や入居者アンケートなどにおいて皆さまよりいただいた声をもとに、オリジナルの新商品を開発し、

発売物件に導入いたしましたので、お知らせいたします。 

 

  オリジナルの新商品である「FUTON クロゼット」「マルチキッチンストッカー」「ランドリーアー

ム」「ランドリーポール」については、第一弾として 2012 年 5 月発売予定の「ライオンズ行徳駅前レ

ジデンス」（千葉県市川市）に導入され、今後発売する全国の物件に順次採用していく予定です。 

 

 

◆「FUTON クロゼット」の主な特徴 

 

 

 
 
 

 
※商標登録出願中 

 

 
 
 
 
 
 

新しいカタチのモノづくりプロジェクト「ライオンズリビングラボ」の新商品 
“「FUTON クロゼット」「マルチキッチンストッカー」 

「ランドリーポール」「ランドリーアーム」” 
お客さまの声をもとに、よりスマートに生活をサポートする商品が誕生 

 

◆「布団を収納する場所がない」というお客さまの声に応えた、 

「布団」がすっきりしまえるクロゼット 

◆布団収納以外にも、ライフステージやライフスタイルに合わせ

て自在にアレンジ可能な機能を加えました 

ライフスタイルに合わせて布団もしまえるクロゼット 
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◆「マルチキッチンストッカー」の主な特徴 

 

 

 

 
 

 

※商標登録出願中 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

◆「スマートランドリースタイル」（「ランドリーポール」「ランドリーアーム」）の主な特徴 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

◆「分別ゴミの置き場所に困る！」という多くの声にお応

えし、オリジナルのバスケットを用いて家族みんなが分

別しやすいゴミ箱を設置 

◆扉をしめればスッキリきれいな印象のキッチンに 

◆ゴミ以外にも非常食や飲料のストックなどマルチに活

用できる収納 

干す時も取り込む時も便利

に使える室内物干し 

バルコニーの小物をスッキリ片付け

でき、ちょっとした洗濯物を干すこと

もできる多機能なフリーアーム 

分別ゴミもスッキリ、使い方自在なキッチン収納 

洗濯作業が効率的にはかどる工夫がつまった 

「「ススママーートトラランンドドリリーーススタタイイルル」」

◆ほぼ毎日行う洗濯作業において、「洗濯ものを”掛 

ける・干す””畳む”の作業が特に面倒」というお客

さまの声から２つの新商品を企画開発し、新たな

スタイルを追加

「洗う」「干す」「取り込む」「たたむ」などいくつもの工程がある洗濯作業。実は一番時間のかかる家事かも

しれません。「スマートランドリースタイル」はそれぞれのプロセスに便利なアイテムをご用意し、効率的にス

マートに洗濯作業が行えるよう考えました。 

※特許出願中㈱川口技研共同出願 

ピンチ付小物ハンガーの定位置をつくり、

洗剤もたっぷり入る洗面室収納「ランドリ

ーキューブ」 

「キレイドレッサー」のカウンター下「キレイス

ペース」にはランドリーバスケットもすっきり

収納。下洗い時の一時置きスペースとして

「ハーフドライエリア」が活躍 

NEW 

NEW

※商標登録出願中 

※商標登録出願中 
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■ 「ライオンズ行徳駅前レジデンス」 

 

【物件概要】 

・所 在 地：千葉県市川市行徳 2丁目 9番 8号他(地番) 

・地域・地区：第一種住居地域 

・敷 地 面 積：1,708.00 ㎡ 

・構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上 7階建て 

・総 戸 数：44 戸（住戸） 

・間 取 り：3LDK～4LDK 

・専有床面積：65.32 ㎡～90.77 ㎡ 

・販 売 価 格：未定 

・竣 工 日：2013 年 6 月 20 日（予定） 

・入居開始日：2013 年 6 月 24 日（予定） 

・事 業 主：株式会社大京 

・設計・監理：株式会社フォルム建築計画研究所 

・施 工：東洋建設株式会社 

・管 理 会 社：株式会社大京アステージ 

 

【立地】 

・東京メトロ東西線「行徳」駅下車徒歩 5分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 物件ホームページはこちらからご覧ください。 

http://lions-mansion.jp/MN111011/index.html  

◆ このニュースリリースに関するお問い合わせ先 ◆ 

株式会社大京 グループ経営企画部 広報・ＩＲ室（斉藤、伊奈） ℡：03-3475-3802

外観完成予想図

エントランス完成予想図
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L’s 

ライオンズリビングラボの取り組み

参考資料

What’s Lions Living Labo ？
ライオンズリビングラボとは・・・

ライフスタイルや世代の異なるさまざまな方と、意見を交わし、声を集め、

ライオンズマンションをより住み心地の良い

マンションにしていく場所（＝Labo）

皆さまと一緒に、家族一人ひとりの幸せな「家時間」を考え、生み出していく、

新しいカタチのモノづくりプロジェクトです。
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Lions Living Laboの

具体的な活動

Users Voice 

モニター座談
会

モニターＷＥＢ
アンケート

入居者使い心
地アンケート

入居者訪問
インタビュー

Lions Living Laboのモニタリング活動とは・・・

http://family-first.jp/lionsmind/016/index.html2012.3.5「イクメンと考える快適な住まい」座談会を開催

モニタリング活動の新たな試み
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Lions Living Labo 商品開発サイクル

Ｑ．いやされる場所はどこですか？

Ａ． ９０％以上の方々が「家の中」と答えています。

商品開発共通テーマ 「家時間」プロジェクト

私たちの理想は、家で過ごす時間「家時間」を
皆さまのいちばん好きな時間にすること。

たとえば、キッチンでは、料理中の時間も大切な「家時間」。

料理中の家族の会話に着目。

親子や夫婦が並んで、会話をしながら料理ができるキッチン

を考えました。

IMAGE
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9月 「L’s KITCHEN」リリース

1月 モニター制度を「ライオンズリビングラボ」と命名
7月 「リルボックス」「リルスタンド」「リルカウンター」リリース

2月 「Ki-Le-i DRESSER」リリース
4月 「L’s KITCHEN smart」リリース
6月 リビングラボ課設立

3月 家時間プロジェクトスタート
「マルチエントクローク」「マイストレージスタイル」
「ウィズキッズスタイル」 「エンジョイペットスタイル」リリース

4月 「ライフエイジレススタイル」リリース
9月 「ピュアライトスタイル」キッチンリリース

10月 「ランドリーキューブ」「リルポケット」
「ウェルカムエントランス」「ライオンズ・I・スタイル」リリース

4月 「リルバスケット」 「キレイボウル」 「アレンジシェルフ」リリース
10月 「リル根菜キャビ」「エアリー押入」リリース

2月 「ハンドエリアのあるキッチン」リリース
5月 「カスタムクロゼット」リリース
9月 「ウェルカムエントランス（カスタム・アイ・パネル）」「ラクバスルーム」

「エルズキッチンキャビネット」リリース

4月 「FUTONクロゼット」「スマートランドリースタイル」「マルチキッチンストッカー」
「リルハンガー」リリース

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾗﾎﾞ商品

約5年半で

約４６アイテム

History of Lions Living Labo
オリジナル商品誕生の歴史

カスタムユニット

・ハンドエリアのあるキッチン

・ピュアライトスタイルキッチン
WITH キッズスタイル

のびのびと子どもを育てたい人へ

ENJOY ペットスタイル

ペットと楽しく暮らしたい人へ

MYストレージスタイル

自分の時間と空間を大切にした方へ

LIFE エイジレススタイル

いつまでも楽しく過ごしたい人へ

ライオンズ・I・スタイル

スマートな生き方を求める人へ

スマートランドリースタイル

洗濯作業が効率的にはかどる工夫がつまった

2012.4

住宅設備・収納商品 ライフスタイルプランの提案

Lions Living Labo オリジナル商品ラインナップ

L’s KITCHEN・KiLei-
DRESSER・マルチエントクローク

は、全国のライオンズマンションに、
１００％採用（JV除く）



5

特許庁の実用新案登録・商標登録を取得

メーカーではない、デベロッパーが取得することは、あまりないこと。

メーカーの既製品ではなく、大京の企画開発品である証でもあります。

今回の新商品「ランドリーアーム」は、特許出願中（メーカー共同）

商標登録

１３件

エルズキッチン・キレイドレッサー ・マルチエントクローク・ラン

ドリーキューブ・アレンジシェルフ・ピュアライトスタイル・ラク
バスケット・カスタム・アイ・パネル

（他 申請中9件）

実用新案登録

８件
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