翠湖天地
Lakeville Regency

街の賑わいの中で贅沢な時間を過ごしたい。そんなあなた

には上海で最も著名な邸宅の一つ、上海新天地の南にある
翠湖天地がおすすめです。
この邸宅は、商業地区、準海中路

に隣接して建設され、洗練された新天地からほど近くに位

置します。大 小 1 7 棟の住 宅は面 積もそれぞれ9 0㎡から
650㎡までさまざま。李瑋珉設計事務所は、
この家のオーナ

ーのために工夫を凝らし、ロフトのある住宅をデザインしま

した。立体感を持たせるため、異なる2つの住宅を段差でア
クセントをつけながら一つにつなげ、1000㎡の空間の中に

オーナー家族の理想を体現するような居住空間を作りまし

た。

青い波模様を帯びた翠湖の美しい景色としなやかなラン

ガムホテル、または懐かしさと最先端が共存した魅力的な
新天地。
リビングの、床まである大きな窓からはそれらの風

景を余すことなく一望できます。大きな白いクローゼットや

ソファーなど、白と黒を基調とした家具は、落ち着いた印象

Find the luxury life in the crowded city. Lakeville
Regency which is located in the south area of
Xintiandi is one of the most famous housing estates in
Shanghai. This luxury estate project is adjacent to
the downtown business district of Middle Huai Hai
Road, and you can see Xintiandi only across the
distance of one lake. The Second Phase of Lakeville
Regency has 17 medium-rise and high-rise residential
buildings, with an area of 90 square meters to 650
square meters. In the luxury estate project of
Shanghai, LWMA architect has designed a personal
penthouse for the owner. Designers open the wall of
two duplex apartments which have staggered floor
construction, and two separate houses have been
designed as one. At the space of nearly 1000 square
meters, designers create a great living space to

を与えます。中でも、
クローゼットは色のアクセントをつける

meet family's needs.

いを与えます。

Through the large French windows in living room,

役割だけでなく、
それぞれのインテリア用品に何気ない味わ

リビングには真っ白なオープンキッチンがあり、開放的な

デザインは、料理を楽しいものにしてくれるでしょう。各フロ

アのデザイン設計は「シンプル」
という理念があり、スタイリ

ッシュな雰囲気を演出しています。

whether it is the rippling waves on the lake, or the
graceful figure of the Langham Hotel - Shanghai, or
the coexistence of nostalgia and stylish charm of
Xintiandi, you can catch every scene through the
excellent perspective. Furniture in the living room
with simple black and white tones such as large
areas of white shelves and black sofa show the calm
elegance. Among them, the design of white vertical
shelves not only play a role of partition, but also
display various types of small accessories to make
the whole space does not look monotonous. Close
to the living room is a pure white tone of the open
kitchen, looks simple and gentle. The open design
increases the pleasure of cooking in the kitchen. The
main bedroom upstairs follows the simple design
philosophy of the designers, showing plain and neat
atmosphere.
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
設計事務所
代表製品
TOTO採用製品

Details
Country/Area
Category
Designer
Product
Product number
Toilet
Lavatory
Bathtub
Shower

中国
マンション
李瑋珉設計事務所
ネオレストシリーズ
便座（CES9683JCS）
洗面（MR720CCR1）
浴槽（PPYD1870PW）
シャワーヘッド
（DB137-2C+DB187CF+TB18SV200
+PSU1000C+TBH43X20V200）

バスルームデザインにも、多くの工夫が施されています。
オー

プンスペースに注ぐ日の光が天井の柵を通し、大理石の床に
均一に広がり、モダンかつシンプルな雰囲気を醸し出してい

ます。
スタイリッシュデザインの一体型の全自動便器は、
ひっ
そりと空間にたたずんでいます。

生活を楽しむオーナーのために、
シャワーヘッドの一流品を

CES9683JCS
MR720CCR1
PPYD1870PW
DB137-2C+DB187CF+TB18SV200+PSU1000C
+TBH43X20V200

marble floor through the ceiling of wooden fences.
The design of the bathroom gives off a rich modern
style. Integrated intelligent toilet which shows the
low-key luxury has been arranged in the most

用意。高い位置から降り注ぐ水は雨に濡れる感覚を味わえ

"hidden" space of the bathroom. The owner who

疲労回復に最適で、まるでSPAにいるように気分にさせま

custom shower for his bathroom. Large head shower

ます。
このジャイロストリーム機能搭載のシャワーヘッドは、 knows how to enjoy his life also chooses one set of
す。また、スマートな印象を与えるTOTOネオレス浴槽にも

CHINA
Apartment
LWMA
NEOREST

Design of the main bathroom is ingenious. In the
open air space, the direct sunlight shines to the grey

注目。夜のとばりが降り、
白く光る月が、優雅に音楽を楽しむ

あなたに寄り添います。
そして、浴槽の中で勢いよく吹き出す

ジャグジーが身体を優しく包み込んで、あなたを癒やしてく
れることでしょう。水中の光は変化し、思いや情緒が自由に
駆け巡ります。そして、
シャンパンを開ける。
これほど贅沢な
時間、
これ以上何を望むでしょう。

make you experience the waterfall rain. Custom
shower with Gyrostream technology can relieve your
muscle fatigue and brings you the unique SPA
experience. TOTO's NEOREST bathtube adds a
modernization of "intelligent" sense for the entire
space. You can imagine that when night falls, the
beautiful music is around you under the bright
moon. With the great combination of water and air,
the churning bubbles will wrap your body and gently
touch every inch of your skin. Free thinking with the
changing light under the lake, you can fully enjoy
yourself at that moment. With the soft moving wave
cycle, you can open one bottle of champagne,
and enjoy the champagne in the most pleasant
time. What a great life it is!

21

22

