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玄関から徒歩30秒…超絶景に反響
エモい 車は通れぬ「階段国道」
なか卯「かつおのたたき丼」登場
バイオハザード情報 21日配信へ
ミルクティー美味しく淹れるテク
「落石カレー」道の駅商品が話題
「全米が泣いた」表現 問題ない?
マイナカード再発行「現金」の訳
人気「スマホショルダー」に新色
「行方不明の父」風の写真が話題
カップヌードルヘッドセット実現
マックに新作サクサクチキン現る

「鬼滅の刃」特別放送PVが公開
女性が作る潔い「自分弁」に反響
「ヘルプマーク」使用者の訴え
焼き芋使う「悪魔スイーツ」爆誕
しまむらの大人可愛い千円コーデ
音痴インコの「トトロ」に悩殺
100均マニア厳選 旬グッズTOP10
「働ける鬱」に陥ってる人の特徴
「資格の勉強」表現した図が反響
「ゴンチャ」秋の限定ドリンク
母の強すぎるギャグに53万大反響
私が経験した変なバイトの正体
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アウトドアリビングを2階に備えたコンセプト住
宅！ino-Brand「GLAMP COVERED」

2022年10月17日 19時5分  Dtimes

株式会社ino-Brandが展開する、アウトドアリ
ビングを2階に備えたコンセプト住宅「GLAM
P(グランプ)」

そんな「GLAMP(グランプ)」の新シリーズと
して、「GLAMP COVERED」が登場！

2022年10月11日(火)から「GLAMP COVERE
D」のモデルハウスがオープンしています。

 

ino-Brand「GLAMP COVERED」
 

 

発売日：2022年10月11日(火)

 

株式会社ino-Brandが展開する、アウトドアリビングを2階に備えたコンセプト住宅「
GLAMP(グランプ)」

「GLAMP(グランプ)」は、「Glamorous(魅力的な)」と「Camping(キャンプ)」をか
け合わせた、魅力的で美しいコンセプトハウスです。

 

 

GLAMP最大の特徴は、「実際に見るとその良さに圧倒される」という、2階の開放感
です。

 

 

アウトドアリビング、屋内リビング、ダイニング、キッチンで構成された空間は、大き
なガラス窓から視界が抜け、GLAMPの目印である十字窓や、屋根の半分が開いている
アウトドアリビングの空へとつながり、想像以上の広がりを感じることができます。

そんな「GLAMP(グランプ)」の新シリーズとして、「GLAMP COVERED」が登場！

「GLAMP COVERED」は、フラットにつながる、屋根の付いたインナーバルコニー
つきのお家。

屋外なのに天候の影響を受けにくいので、幅広い用途で利用できます。

洗濯物や布団を干したり、家族と食事やティータイム、アウトドアリビングとしての
活用も。

二階に配置されているので、プライバシーも確保できて安心です。

また、2022年10月11日(火)には三重県菰野ギャラリーにて「GLAMP COVERED」
のモデルハウスがオープン！

「GLAMP(グランプ)」最大の魅力の、2階リビングに併設されたアウトドアリビング
などを体験できます。

 

屋根の付いたインナーバルコニーつきのコンセプト住宅。

2022年10月11日(火)から販売が開始された、ino-Brand「GLAMP COVERED」の
紹介でした☆
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2023年の干支“卯”キャラクターが勢揃い！東京ディズニーリゾートのお正月まとめ
卯(うさぎ)になりきり！“東京ディズニーリゾートのお正月2023”ぬいぐるみ・バッジ
“卯（うさぎ）”キャラが大集合！“東京ディズニーリゾートのお正月2023”グッズ・…
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ライブドアニュースを読もう！ いいね！ 47万  @livedoornewsさんをフォロー
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主要ニュース

巨人新コーチ 過去にパワハラも
又吉 朝ドラ初登場で注目集まる
コロナ詐欺 元国税局職員に有罪
カフェでオンライン会議…モヤッ
露と捕虜交換 女性108人が解放
住宅侵入し就寝中女児にわいせつ
大阪アメ村で観光客をひき逃げか
スラダン劇場版にブーイングも
手取り13万「日本暮らしづらい」
マツコ「東京全然楽しくない」
小室さん母の部屋から「怒声」
新井恵理那 交際報道とても不快

>

男性が滑落死 NHK番組撮影で入山1.

小室さん母の部屋から「怒声」2.

菜々緒らのエッチ談義 文乃告白3.

タワマン生活が一転 医師の末路4.

任天堂が「カスハラ対策」反響5.

鈴木宗男氏「露劣勢は本当か?」6.

「指トントン」首相の仕草が物議7.

マツコ「東京全然楽しくない」8.

新井恵理那 交際報道とても不快9.

ハイスペ男性と結婚し「絶望」10.

「辞めたけど良い会社」第1位は?11.

股間直撃もゴール死守 称賛の声12.

「5ナンバー」GT-R 盗難車と判明13.

14時間漂流の恐怖 SUPの注意点は14.

教団幹部が接触 報道に出ないで15.

アリスが発汗で降壇 明るく謝罪16.

昭恵さん経営の居酒屋UZU 閉店へ17.

撮り鉄の撮影に近隣住民が困惑18.

小川彩佳 ギャラ1本50万円程度か19.

サザン原由子がマツコと初共演20.
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アウトドアリビングを2階に備えたコンセプト住宅
！ino-Brand「GLAMP COVERED」

2022/10/17 19:05 Dtimes& ' 0

- が展開する、 リビングを2階に備えた 住宅「G

( プ)」

そんな「G ( プ)」の新 として、「G  ED」が登場！

(火)から「G  ED」の が しています。

 

ino-Brand「GLAMP COVERED」

 

 

発売日： (火)

 

- が展開する、 リビングを2階に備えた 住宅「G

( プ)」

「G ( プ)」は、「Glamorous(魅力的な)」と「Camping( )」をかけ合わせ
た、魅力的で です。

 

 

G 最大の特徴は、「実際に見るとその良さに圧倒される」という、2階の開放感です。

 

 

リビング、屋内リビング、ダイニング、キッチンで構成された空間は、大きな 窓
から視界が抜け、G の目印である十字窓や、屋根の半分が開いている リビン
グの空へとつながり、想像以上の広がりを感じることができます。

そんな「G ( プ)」の新 として、「G  ED」が登場！

「G  ED」は、 につながる、屋根の付いたインナーバルコニー お家
。

屋外なのに天候の影響を受けにくいので、幅広い用途で利用できます。

洗濯物や布団を干したり、家族と食事や イム、 リビングとしての活用も。

二階に配置されているので、プライバシーも確保できて安心です。

また、 (火)には 菰野 にて「G  ED」の
が ！

「G ( プ)」最大の魅力の、2階リビングに併設された リビングなどを体験
できます。

 

屋根の付いたインナーバルコニー 住宅。

(火)から販売が開始された、 - 「G  ED」の紹介で
した☆
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2023年の干支“卯”キャラクターが勢揃い！東京ディズニーリゾートのお正月まとめ

卯(うさぎ)になりきり！“東京ディズニーリゾートのお正月2023”ぬいぐるみ・バッジ

“卯（うさぎ）”キャラが大集合！“東京ディズニーリゾートのお正月2023”グッズ・お土産
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アクセスランキング

1 屋外でマスク「外していない」が54％　理由
は？

2
サンシャイン池崎さん「ふぁっ？？ミステリー
ーッ！！」と困惑 「池袋のサンシャイン 100
人が乱闘」とのニュースでトレンド入りか

3 街の魅力度ランキング　3位「神奈川県」、2
位「兵庫県」、1位は？

4 「性別披露パーティー」で滝を青く染めた主催
者に罰金刑か（ブラジル）＜動画あり＞

5
我が子が緊急入院、不倫夫はそのとき……「病
院へやって来たかと思えば、お馬鹿そうな女の
人と一緒でした」

6 「もっと華麗に、大胆に！」カーテンをくぐる
犬に格の違いを見せつける猫

7 お客様のスリッパ温めますニャ　看板猫たちと
触れ合えるねこ宿「桐屋旅館」

8 飛行機内で子供の叫び声に29時間耐え続けた
男性、左目がけいれんしてしまう

9 「AVスプラ」参加VTuber息根とめる、新チャ
ンネルも停止　BANに関する規約違反か

10
「利用者がいたずらで140度に設定」──滋賀
県の老舗銭湯、“サウナテロ”の被害に　店側は
激怒「悪質な営業妨害」　被害届も提出へ

コメントランキング もっと見る
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大学共同利用機関シンポジウム2022「
科学の時代。見えてきた未来」 &

河野太郎デジタル大臣によるライブ配信 &

株式会社KADOKAWA 記者会見 生中継 &

PR 写真入りケーキ「シェリーブラン」
PR Coyori トライアルセット
PR EPARKビューティー
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株式会社 ino Brand アウトドア コンセプト LAM

P グラン

LAMP グラン シリーズ LAMP COVER

2022年10月11日 LAMP COVER モデルハウス オープン

2022年10月11日

株式会社 ino Brand アウトドア コンセプト LAM

P グラン

LAMP グラン キャンプ
美しいコンセプトハウス

LAMP

アウトドア ガラス
LAMP アウトドア

LAMP グラン シリーズ LAMP COVER

LAMP COVER フラット つきの

ティータ アウトドア

2022年10月11日 三重県 ギャラリー LAMP COVER モデル
ハウス オープン

LAMP グラン アウトドア

つきのコンセプト

2022年10月11日 ino Brand LAMP COVER

Copyright All Rights
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秒刊SUNDAY 一由天太 立ち食い

' 0

24時間営業立ち食い「一由そば」でジャンボゲソ天と太蕎麦を食す、ここは都会の

2022/10/18 10:43

1個買うと、1個もらえる 榮林 トマト酸辣湯 ロッテ ガーナ

' 0

【お得】ファミマ「1個買うと、1個もらえる」10月18日スタートの対象商品は? - 

2022/10/18 10:43

ランニングシューズのサブスク 毎月3380円

' 0

オン、「毎月3380円」で半年交換の「ランニングシューズのサブスク」開始

2022/10/18 09:00

南陽市 山形県南陽市 ラーメン大好き小泉さん

' 0

山形県南陽市で11月から「ラーメンカードラリー2022」開催　漫画「ラーメン大好

2022/10/18 06:00

キッチンカー 今治焼豚玉子飯 日野出豚丼弁当

' 0

愛媛県の「日野出豚丼弁当」と「今治焼豚玉子飯」を味わって　東京都内のオフィス

2022/10/18 08:00

あさレポ e-テレマ 鈴与シンワート

' 0

鈴与シンワートが「あさレポ」に運転日報オプションを追加　「e-テレマ」と連携

2022/10/18 11:40

星たべよ SPY×FAMILY アーニャ

' 0

「SPY×FAMILY」×菓子「星たべよ」コラボ第2弾　アーニャの好物に着想「ピーナ

2022/10/18 10:33

ガンダム やばいくらい好み 恋心を奪われる

' 0

【起動実験】全天候で「動くガンダム」を定点観測! ド迫力の写真に「最高にカッコ

2022/10/18 10:30

顔のシミが増えた気がする 老けてみえる セプテム

' 0

他人がマスクを外し、シミが見えたらどう思う? - 2位「老けてみえる」

2022/10/18 10:30

袋閉じクリップ アニマル 12cm 袋閉じクリップ ダイソー

' 0

【ナイスアイデア】ダイソー『袋閉じクリップ』の"ちょっとした工夫"に感動! かわ

((

サンシャイン池崎さん「ふぁっ？？ミス…

誰でも人気コスプレイヤーをキヤノン最…

屋外でマスク「外していない」が54％　…

「性別披露パーティー」で滝を青く染め…

街の魅力度ランキング　3位「神奈川県…

我が子が緊急入院、不倫夫はそのとき……

菊池風磨、恋愛は「ダメと言われたこと…

お客様のスリッパ温めますニャ　看板猫…

熊野川河口にデカい橋「新宮紀宝道路」…

((

1
ゴッホの『ひまわり』にトマトスー
プを浴びせ抗議　「芸術と命、どち
らが大切？」

2
「AVスプラ」参加VTuber息根とめ
る、新チャンネルも停止　BANに関
する規約違反か

3
多くの国民が｢自民党のほうがマシ｣
と気づいた…日本人の｢民主党アレル
ギー｣が続く根本原因

4
もうテレビいらなくない？NHＫさん
受信料未払い時の割増金は2倍徴収へ
と強気

5
飛行機内で子供の叫び声に29時間耐
え続けた男性、左目がけいれんして
しまう

6
「日本は本当に暮らしづらい国にな
った。学生の頃のほうが豊かです」
手取り13万円、契約社員の40代女性

7
安倍政権が便乗した"右翼ブーム"と
コンビニエンスな関係

8
ゴッホの「ひまわり」にトマトスー
プかけたお粗末な犯人の言い分

9
【速報】池袋・サンシャイン60で10
0人乱闘か

10
金正恩、ミサイル乱射の裏で「冬を
越す食糧がない」

((

動画 静画 生放送 チャンネル ブロマガ アツマール アプリ その他 ログイン ニコニコ会員登録
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