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平成28年５月１日で創業49年目を迎える事が出来ます。昨年度も、お客様に支えられ継続出来た事に
感謝申し上げます。早いもので、来年は50年目を迎えようとしていますが、今年度は５０周年に向け社
員一同より一層力を入れて地元のお客様に貢献し満足頂ける様常に努力をし、頑張って参ります。
今後とも宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　木原　義房

お客様に支えられ49年

家屋周りの事なら何でもお任せください。

1 お気軽にご相談下さい！見積無料です 

2 ご希望をお聞かせください 

3 お見積りをご検討ください 

4 受注・施工 

5 アフター・メンテナンス 

お客様の希望を形にするための第一歩。 
ご相談だけでも結構です。まずご連絡ください。

環境や立地条件を確認するために、現地でお打ち合わせを行います。 
曖昧でも結構です。ご希望をお聞かせください。

お打ち合わせの内容とご希望を踏まえてのプロの目から見たご提案いたします。
１回目はたたき台です。２回目はご予算・デザインより具体的になります。

打ち合わせを完了し、いよいよ着工。設計者が責任もって毎日最後まで
施工内容を確認いたします。急な変更にも柔軟に対応いたします。

工事が完了しても終わりではありません。定期的なアフターメンテナンス
はもちろん 、もしもの時もすぐにお伺いいたします。
これも地域密着企業ならではのメリット。 
気になることは何でもご連絡ください。 

東鹿園の強み

パターン化されたものではなく、お客様一人ひとりのご要望・環境
に応じた丁寧なプラン作りを心がけております。イメージしやすい
ようCADによるわかりやすい図面をつかいます。

デザイン力

創業（１９６７年）以来、地元に密着した営業展開を続けております。 
責任ある営業がモットーです。 

地域密着

営業・設計・職人全てが自社社員のため、綿密なチームワークでき
め細かい対応ができます。現場でのマナーや、お客様に分かりにく
い個所も責任持った工事がお約束できます。

技術力

地域密着、自社社員での設計から施工、長い歴史で築きあげた信頼
で、メーカーからも特価をいただけます。この３つがあれば、同じ工
事を施工した際、他社にはまねできない価格が実現できます。

コスト

ハウスメーカーと連絡を取り合い、新築現場を進行することも問題ありま
せん。各種保険に対する対応も可能です。

その他
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■ 門周り
 アプローチ・階段・ブロック・
 レンガ積み・門扉・門灯・表札・
 インターホン

■ 駐車場
 コンクリート打ち・シャッター・
 カーゲート・カーポート

■ 庭
 フェンス・デッキ・オーニング・
 テラス・サンルーム・パーゴラ・
 立水栓

■ 造園
　 （洋風・和風庭園の設計・施工・ご相談）
 植栽・移植・土壌入替・花壇・
 芝張り・剪定

■ その他
 タイル・左官・鉄骨・塗装・
 水道工事・
 高圧洗浄・白蟻駆除・物置・
 介護に関するリフォーム

お花のある生活

庭木の剪定
知識経験豊富な職人が大切な庭
木を守ります。害虫駆除など庭木
のことならお任せください。

外壁の塗替え
外壁の塗り替えも承っております。
エクステリアとあわせてトータル
コーディネイトいたします。

営業スタッフが事前にお見積もりに
お伺い致します

麻生区内配達無料

since 1967
www.toukaen.co.jp
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自然な雰囲気を作りたいという施主様の希望
でした。雑木を中心に配植し、ヨーロッパから
輸入した石畳はセメントを使わずに並べま
した。家屋との相性も良くまとまりました。

1 美しが丘西　Y邸

新築の玄関わきのスペース。クロアチア産の
大きな自然石をアプローチに大胆に配置しま
した。大きな樹だけ植栽し、残りは施主様の
楽しむスペースです。

4 美しが丘西　K邸

もともとあったバーベキュー場。夏の日差しに
困っていました。日除けのシェードを掛ける
棚、隣地からの目隠しとキウイのパーゴラを一
体化させシンプルに悩みを解決できました。

2 五力田　I邸

本社内に趣のある和風坪庭を展示してありま
す。和風の庭は東鹿園の歴史です。他にもブ
ロック・レンガ・天然石・デッキ材・樹木なと多数
展示してあります。ぜひ一度ご来社ください。

5 東鹿園社内

先代から引き継いだ大きな庭石。対処に困っ
ていました。アプローチの乱形石になじませ、
大事なアクセントにしてみました。

3 王禅寺東　I邸

ホワイトのウッドフェンスに飾り棚をつけてビュ
ーポイントに。明るい雰囲気となり、オリジナル
空間の完成です。リビングの延長にデッキが
あることで、お庭に出る楽しみが増えます。

6 大場町　K邸

新築の外構です。真っ白の家に対し黒を多
めに使用した外構にすることで家屋を引き
立たせ、全体もモノトーンでまとまりシンプル
モダンな仕上がりになりました。

1 王禅寺西　K邸

新築の外構です。レンガで曲線を作りやわら
かい印象にしました。玄関両サイドの草花を
植えれば季節を感じることができます。

4 美しが丘西　T邸

造成工事まで完了していた新築物件です。
擁壁の石の雰囲気を活かし、赤レンガ調の
タイルで重厚感をもたせたデザインに。鋳物
の外柵も高級感を演出します。

2 万福寺　I邸

バラを絡ませるものが欲しいとのご要望で、
天然の木材を使用しパーゴラ、フェンス、
門扉を一つにまとめ自然に溶け込むエントラ
ンスが出来上がりました。

5 五力田　I邸

石調のタイルとレンガタイルでヨーロッパをイ
メージした外構へリフォームしました。白の漆
喰とも相性がよく、元の雰囲気とかなり変わり
ました。

3 すすき野　M邸

正方形でデザインをまとめ、モノトーン色で
シンプルモダンなオープン外構になりました。
角柱に付いている照明も良いアクセントにな
ります。

6 美しが丘西　T邸

天然木材を使ったウッドデッキです。テーブル
やイスを一体化させてくつろぎのスペースに。
収納もステップも同じ素材を使用。天然木材
ならではのぬくもりを感じます。

1 王禅寺西　Y邸

既存のウッドデッキが老朽化したの
で、新たに耐久性が高い木イペ材を
使い施工しました。ハンモック用のポ
ールを設置したので天気の良い日は
お昼寝や読書ができます。

2 美しが丘　Y邸
誰もが憧れるサンルームとデッキ。
駐車場の上に設置し限られた敷地
を有効活用。広いアウトドアリビング+
ルームが出来上がりました。

3 能ヶ谷　F邸

家屋とお庭の袖壁をトータルコーディネート
することで統一したデザインにリフォームしま
した。建売住宅でもオリジナリティーを出す
ことができます。

1 すすき野　M邸

六方石を並べ花壇を造りました。
自然石の存在が植物を引き立たせ
てくれます。

2 王禅寺東　K邸
玄関前の袖壁に漆喰とデザインタイ
ルを施し、その後ろにはガラス製の
柱をランダムに配置しました。存在感
があり、縦のラインがシャープな印象
を与えます。

3 荏田北　N邸
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