
茨城県庁生活協同組合 組合員の皆様へ

本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みは一切応じられませ
ん。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。
予めご了承ください。（販売開始予定時期／2023年4月下旬）予告広告
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         　JR

「水戸」駅徒
歩3分

商住一体複合開発

20年ぶりの
タワーレジデンス

パーティーラウンジ & キッズスペース・
シミュレーションゴルフ・ゲストルーム

ファンスタジオ（カラオケ・シアター・楽器演奏）
コワーキンググルーム

※2

M I TO

O N E  S TAT E  TOW E R

新 発 表

レーベン水戸 
ONE STATE TOWER

［見学予約受付中］ご案内時間／❶10:00 〜 ❷13:30 〜 ❸16:30 〜 
ご来場ご希望の方はHPまたは下記フリーダイヤルにてご予約下さい。

※1.1998年以降の水戸市分譲マンションの中で最大戸数（MRC調べ）※2.2000年8月以降の水戸市分譲マンションの中で最高層（MRC調べ）※掲載の眺望合成外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描※1.1998年以降の水戸市分譲マンションの中で最大戸数（MRC調べ）※2.2000年8月以降の水戸市分譲マンションの中で最高層（MRC調べ）※掲載の眺望合成外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描
き起こした外観完成予想CGに、現地16階相当から撮影（2022年9月）した眺望写真を合成、加工したもので実際とは異なります。なお、外観の細部・設備機器及び周辺建物等は一部省略又は簡略化しております。き起こした外観完成予想CGに、現地16階相当から撮影（2022年9月）した眺望写真を合成、加工したもので実際とは異なります。なお、外観の細部・設備機器及び周辺建物等は一部省略又は簡略化しております。

レーベン水戸 ONE STATE TOWER

マンションギャラリー
（マイムビル7F）

お車をご利用の方は、右記住所をカーナビで 茨城県水戸市宮町１丁目2-4
ご来場の際は「タイムズ水戸マイムビル」をご利用いただき、駐車券をお持ちください。係員が精算いたします。また、満車の場合はマンションギャラリーまでご連絡ください。3/25（土）モデルルームオープン

提携チラシを見たとお伝えください。
WEBサイトから予約時▶アンケートの【□勤務先からの
紹介（企業提携）】に必ずチェック□をお願いします。

0120・017・771
［ご予約・お問合せ先］ 株式会社タカラレーベン

提携企業従業員様窓口　営業時間9:00〜18:00

〈売主〉

《注意事項》●有効期限：2023年4月30日（日）●期間中ご予約の上、本チラシをご持参いただき、初めてモデル
ルーム見学をされた方にもれなく差し上げます。●本物件初回来場の方に限ります。●モデルルーム見学には、物
件の説明及びアンケートへのご記入が含まれます。モデルルーム見学の所要時間は概ね2時間程度要しますが、
状況によって更にお時間がかかる場合がございます。●他キャンペーンとの併用はできません。また、キャンペーン
を過去にご利用(グループ会社含む)されたお客様は対象外となります。●本キャンペーンは１組様（１家族）につ
き１回のみ有効です。●クオカードは後日発送となります。尚、発送にはお時間を要する場合がございます。予めご
了承ください。詳しくは係員までお尋ねください。

QUO 
カード3,000 PRESENT!円

分
キャンペーン期限：2023年4月30日（日）

ご予約の上、
モデルルームに
ご来場いただくと

提携企業・団体様限定提携企業・団体様限定

ご来 場ご来 場
CAMPAIGN

レーベン水戸
ONE STATE 
TOWER

ご予約は
こちら



セコムセキュリティシステム

食器洗い乾燥機
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ペット飼育可
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※ペットの種類・大きさには制限がございます。※一部放送・有償チャンネル等は除く

ガス温水式床暖房
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パーティーラウンジ

コワーキンググルーム

シミュレーションゴルフ

ファンスタジオ（カラオケ・シアター・楽器演奏）

※掲載の完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。なお、外観の細部及び設備機器等は一部省略又は簡略化しております。植栽は計画段階のもので、変更となる場合があります。家具・調度品は今後変更になる場合があります。実物と質感・色等の見え方が異なる場合があります。※掲載の眺望
合成外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こした外観完成予想CGに、現地16階相当から撮影（2022年9月）した眺望写真を合成、加工したもので実際とは異なります。※掲載の距離は現地からの概算距離です。※徒歩分数は1分を80mで算出し、端数を切り上げたものです。

■物件共通概要●物件名／レーベン水戸 ONE STATE TOWER●所在地／茨城県水戸市宮町一丁目108番5（地番）●交通／JR常磐線・水郡線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「水戸」駅徒歩3分●用途地域／商業地域、防火地域、第6種
高度地区、中心市街地地区、水戸駅南口土地区画整理事業、水戸駅南口地区地区計画●敷地面積／3,301.35m²●構造・規模／鉄筋コンクリート造地上20階建●総戸数／225戸（他、管理事務室・ファンスタジオ（カラオケ・シアター・楽器演奏）・
シミュレーションゴルフ・ゲストルーム・コワーキングスペース・パーティーラウンジ&キッズスペース各1戸、店舗5戸）●駐車場／95台（機械式93台、平置大型1台、車椅子使用者優先平置1台　月額使用料：未定）●駐輪場／300台（2段ラック式

（上段ラック130台、下段スライド113台、下段ラック9台、下段3人乗りスライド48台）　月額使用料：未定）●バイク置場／6台（内、大型1台 月額使用料：未定）●建物竣工予定／2025年2月中旬●引渡可能年月／2025年3月下旬●施工会社
／川口土木建築工業株式会社●分譲後の権利形態／敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有●管理形態／区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委
託（通勤）●建築確認番号／第ERI-22025602号（2022年8月29日付）●売主／株式会社タカラレーベン●管理会社／株式会社レーベンコミュニティ
■予告物件概要●予定販売戸数／未定●予定販売価格／未定●予定最多価格帯／未定●間取り／2LDK～4LDK●住居専有面積／65.74m²～96.16m²●バルコ
ニー面積／9.98m²～15.53m²●管理費等／未定●販売開始予定／2023年4月下旬※全ての予定販売住戸（225戸）を一括して販売するか数期に分けて販売するか確
定しておりません。本概要は今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。

浴室テレビ
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ディスポーザシステム
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※1.保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一般募集賃料の85%を保証いたします。入居者の募集期間として、60日の猶予をいただきます。契約期間：2年
3か月、以後2年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・契約・賃料徴収、クレーム対応、契約更新、退去確認までの賃貸管理業務をオーナー様に代わっ
て行うサービスです。尚、建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはいたしておりません。入居者が使用する場合は、管理規約の定めに従って対応します。定
期借家契約の場合は契約出来ません。詳しくは係員にご確認ください。※2.酸素セラミックは別売りとなります。効果効能には個人差があります。

※1 保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一般募集賃料の85%を保証いた
します。入居者の募集期間として、60日の猶予をいただきます。契約期間：2年3か月、以後2
年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・契約・賃料徴収、クレーム対
応、契約更新、退去確認までの賃貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。
尚、建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはいたしておりません。入居者
が使用する場合は、管理規約の定めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約で
きません。詳しくは係員にご確認ください。

※1 保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一
般募集賃料の85%を保証いたします。入居者の募集期間とし
て、60日の猶予をいただきます。契約期間：2年3か月、以後2
年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・
契約・賃料徴収、クレーム対応、契約更新、退去確認までの賃
貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。尚、
建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはい
たしておりません。入居者が使用する場合は、管理規約の定
めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約できま
せん。詳しくは係員にご確認ください。

※1 保証主体：株式会社レーベントラスト運営・査定、一般募集賃料の85%を保証いたします。入居者の募集期間として、60日の猶予をいただきま
す。契約期間：2年3か月、以後2年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・契約・賃料徴収、クレーム対応、契約更新、退去確認まで
の賃貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。尚、建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはいたしておりません。入
居者が使用する場合は、管理規約の定めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約できません。詳しくは係員にご確認ください。

家賃保証システム【サブリース】
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例えば将来的に…
家賃保証
システムが
あれば

資産
安心
だから

管理会社がマンションオーナー様から物件を借り上げ、入居者様に貸
し出すシステム。万一借り手が見つからなくても毎月一定の家賃を受
け取れます。

※定期的な家賃の見直しがあります。 ※借地借家法第32条の規定により減額されることがあります。
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※1 保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一般募集賃料の85%を保証いた
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年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・契約・賃料徴収、クレーム対
応、契約更新、退去確認までの賃貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。
尚、建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはいたしておりません。入居者
が使用する場合は、管理規約の定めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約で
きません。詳しくは係員にご確認ください。

※1 保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一
般募集賃料の85%を保証いたします。入居者の募集期間とし
て、60日の猶予をいただきます。契約期間：2年3か月、以後2
年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・
契約・賃料徴収、クレーム対応、契約更新、退去確認までの賃
貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。尚、
建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはい
たしておりません。入居者が使用する場合は、管理規約の定
めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約できま
せん。詳しくは係員にご確認ください。

※1 保証主体：株式会社レーベンコミュニティ運営・査定、一般募集賃料の85%を保証いたします。入居者の募集期間として、60日の猶予をいただ
きます。契約期間：2年3か月、以後2年毎更新。保証内容：賃貸住戸を借上げし、入居者の募集・契約・賃料徴収、クレーム対応、契約更新、退去確認
までの賃貸管理業務をオーナー様に代わって行うサービスです。尚、建物の附属施設（駐車場・自転車置場等）のサブリースはいたしておりませ
ん。入居者が使用する場合は、管理規約の定めに従って対応します。定期借家契約の場合は、契約できません。詳しくは係員にご確認ください。
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サブリース レイアウト／ブロックSS ・ 紙面推奨サイズ_A4

● 上部帯色は、媒体の使用色に合わせて変更可能とする。

● 書体は、物件デザインに合わせて変更可能とする。

● レイアウトの都合上、矩形の微調整は可能とする。

● 紙面の色彩バランスの都合上、視認性を確保することを条件に、色の濃淡の微調整

　 また、下地を生かした調整も可能とする。

※1

※2

：床暖房  ：収納  ：水廻り  
WIC：ウォークインクロゼット 
※掲載の間取図は計画段階の図面を基に作成しており、
変更となる場合がございます。
※オーダーメイドシステムは一部有償。お申し込みには期限がございます。

クロゼットクロゼット

上部吊戸棚上部吊戸棚

トイレ

洗濯機
置場
洗濯機
置場

共用廊下

リビング・ダイニング・キッチン
（約16.2帖）

洗面室

廊下

玄関玄関

ウォークイン

クロゼット

 洋室（3）
（約5.5帖）

 洋室（2）

（約6.0帖）

 洋室（1）
（約7.6帖）

 洋室（4）
（約4.5帖）

バルコニー

サービス
バルコニー
サービス
バルコニー

浴室
1418
浴室
1418

MB

PSPS

隣戸
MB

下
足
入

下
足
入

PSPS
冷蔵庫
置　場

物
入

※洋室（4）は、「エアコン用冷媒管」を先行配管しており、
　多機能エアコン（一部の換気機能付・お掃除機能付エアコン等）は設置できません。
※バルコニー・マリオン形状は9～13階を表しております。

クロゼットクロゼット

リネン庫リネン庫

ウォークイン

クロゼット

PSPS

88.19m2

住居専有面積

（約26.67坪）
□バルコニー面積10.54㎡（約3.18 坪）：3～9階
□サービスバルコニー面積
1.70㎡（約0.51坪）：3～9階

4LDK+2W IC
A TYPE

あらゆるライフスタイルに
対応する豊富な
プランバリエーション。

3面開口角住戸

ダブルウォークイン
クロゼット

アイランドキッチン

先を行く都市空間を、日常のフィールドに。
生活圏となる駅前街区には、「エクセル」「水戸オーパ」「COMBOX310」といった

複合商業施設が集積。ショッピングやさまざまなグルメ、

カルチャーなどを愉しめるほか、映画を鑑賞することもできます。

水戸オーパ（徒歩 4 分／約 280m）水戸オーパ（徒歩 4 分／約 280m） エクセル本館（徒歩 5 分／約 370m）エクセル本館（徒歩 5 分／約 370m）

水戸駅南口（徒歩 3 分／約 240m）水戸駅南口（徒歩 3 分／約 240m）


