全エクステリアメーカー特別価格
お見積無料 ご相談下さい

2019
大特価！

大特価！

55%
OFF

OFF

LIXIL／テラスVA F型R型
●1.0間×３.0尺 標準柱

37,810円（税込）

48%
OFF

※ガラス代込

LIXIL／テラス囲いサニージュR型
通常555,984円

OFF

LIXIL／プレスタ2型門扉
通常105,948円

通常118,695円

OFF

●H.600本体+柱1本付
通常21,103円

と

ガーデンルーム
コンシェルジュの
いるお店

う

10,973円（税込）
か

え

ん

株式
会社

通常254,239円

●H.600本体+柱セット
通常32,292円

16,791円（税込）

LIXIL／ファインポートⅡZ

●24-50標準柱

114,407円（税込）

三協／キャスタイル門扉1型

通常450,360円

OFF

●07-12両開き 柱使用
通常138,564円

OFF

オリジナルウッドデッキ イペ材

OFF

タカショー／エバーアートウッド門扉
通常163,836円

●H.600本体+柱セット
通常27,108円

0120-86-1255
info@toukaen.co.jp

営業時間／8:00〜17:00 休業日／日曜・祝日

16,735円（税込）

OFF

お 問 合 せ くだ さ い

48%
三協アルミ／フレイナ門扉T4型
●07-12両開き 柱使用

98,301円（税込）

通常198,288円

40%
三協／キャスタイル フェンス1型

大特価

234,187円（税込）

●シンプルスタイル 06-10両開き

72,053円（税込）

48%
LIXIL／ラフィーネ フェンス1型

OFF

40%

OFF

61,721円（税込）

48%
LIXIL／プレスタ フェンス2型

●24-50標準柱

●07-12両開き 柱使用

55,092円（税込）

48%

LIXIL／カーポートSA型

48%
LIXIL／ラフィーネ1型門扉

風速42m/秒相当
積雪50cm相当までOK

48%

OFF

277,992円（税込）

48%

大特価！

55%

●1.0間×3.0尺 床納まり ※ガラス込

●06-10両開き 柱使用

OFF

大特価！

50%
通常84,024円

期間：2019年1月〜3月末迄

103,109円（税込）

48%
OFF

タカショー／エバーアートフェンス
●H.600本体+柱セット
通常42,228円

■本社／
〒215-0013 川崎市麻生区王禅寺1241
■横浜営業所／
〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西2-30-16
■お花のとうかえん／
〒215-0014 川崎市麻生区白山4-1 新ゆりグリーンタウン内

●H.600本体+柱1本付

25,336円（税込）
王禅寺東1丁目
日吉北側

資材置場
日吉

通常42,552円

田園調布学園大
ヨネッティ
潮見台
みどりの丘

（特別養護老人ホーム）

東鹿園

東鹿園看板

三協アルミ／フレイナフェンスY1型

ヨネッティ前
いなげや

至
東名川崎
潮見台

ダイハツ
潮見台
尻手黒川線
美しが丘西
早渕台公園

そば 山吉

25,127円（税込）

その他商品も多数ご用意しております。
お気軽にご相談ください。キャンペーン
期間中は大変混み合いますので、お申し
込みはお早めにお願いいたします。

くみあわせいろいろ あなたらしい居住空間。3D CADでご提案します。
居 住スペ ースと外を
繋ぐガ ーデンルーム
は、暮らしやすさの幅を
広げてくれます。生活
スタイルをヒアリング
し、使い勝手を考えた

33%

プランをご提案します。

36%

OFF

OFF

LIXIL／暖蘭物語 基本タイプフルガラス

LIXIL／ココマ ガーデンルームタイプ

●1.5間×6.0尺 ※本体のみ

●1.5間×6.0尺 ※本体のみ

通常1,193,832円

通常779,112円

799,867円（税込）

門扉やフェンスは住む人の個性を表現できる、
大切なポイントです。ご家族の生活スタイルと個性に合った
「らしさ」を表現します。
NEW!

OFF

●07-12アルミ柱使用
通常209,239円

108,804円（税込）

タカショー／千本密格子 ウッド調

40%
OFF

48%

OFF

OFF

LIXIL／ジーマ 色パターン①

LIXIL／樹ら楽ステージ 木彫

●1.5間×6.0尺 ※本体のみ

●1.5間×6.0尺

通常1,010,880円

通常244,101円

646,963円（税込）
カーポート
まわり

門扉・フェンス
まわり

126,932円（税込）

私たちはカーポートも居住スペースと考えます。
東鹿園はエクステリアを通して、住居に調和する
あらたなファサード空間をご提案します。

NEW!

LIXIL／開き門扉AA YM1型 両開き

48%

498,631円（税込）

デッキ・
カーデン
ルーム

36%

●本体+柱2本 H̲1.4×W̲1.2
通常148,152円

88,891円（税込）

LIXIL／フェンスAA

48%
OFF

YS3型

●H.600本体+柱1本付
通常61,086円

OFF

●1.0間×高さ1.8
通常98,913円

黄竹

59,347円（税込）

LIXIL／ハイグリッドフェンスUF8型

48%
OFF

webで施工事例を公開中！
とうかえん

検索

48%

〈3D CADイメージ〉

31,765円（税込）

グローベン／竹演セット13 基本セット

40%

LIXIL／フーゴFレギュラー アルミ色

●H.600本体+柱1本付
通常7,560円

3,931円（税込）

OFF

LIXIL／アルシャインⅡ H型

48%
OFF

●Aタイプ 150S 片開き H1,250
通常124,524円

64,752円（税込）

LIXIL／オーバードアS1型 標準柱

●24-50標準柱 ※フーゴFミニ有
通常262,980円

48%

136,749円（税込）

OFF

タカショー／エバーアートゲートe-タイプ

40%
OFF

責任施工だから安心
東鹿園は、すべての工事を知識と経験豊かな自社社員が行うことで
クオリティに責任を持ちます。施工中の現場でお客様が気づかれた事を
可能な限り迅速に対応し、お客様のご要望にお応えします。

●片開き H1,200×W1,200
通常137,808円

82,684円（税込）

●27-10手動
通常238,356円

123,945円（税込）

タカショー／アートポート ウッド調

40%
OFF

●24-50標準柱
通常321,840円

193,104円（税込）

正社員募集中 ご連絡ください。
TEL.044-955-1255
詳しくは、下記まで

info@toukaen.co.jp

営業時間／8:00〜17:00 休業日／日曜・祝日

