2021
夏のエクステリアキャンペーン

全エクステリアメーカー特別価格
お見積無料 ご相談ください
キャンペーン受付期間：2021年7月〜9月末まで
●受付した商品の施工は21年10 月以降の予定です。
●2021年7 月12 日（月）からの受付開始となります。

大特価！

50%
OFF

50%
OFF

LIXIL／スピーネF型
●1.0間×3.0尺 標準柱
通常85,580円

48%
OFF

●1.0間×1.25ｍ

42,790円（税込）

LIXIL／開き門扉AB YR2型両開き
通常107,910円

通常215,820円

48%
OFF

LIXIL／ラフィーネ1型門扉
通常126,610円

OFF

LIXIL／フェンスAB YR2型
●H60cm本体＋柱1本付
通常22,000円

と

ガーデンルーム
コンシェルジュの
いるお店

う

11,440円（税込）
か

え

ん

株式
会社

通常256,850円

48%
OFF

128,420円（税込）

OFF

通常148,170円

LIXIL／ラフィーネフェンス1型
●H60cm本体＋柱セット

14,870円（税込）

OFF

オリジナルウッドデッキ イペ材

大特価

251,730円（税込）

通常484,110円

40%

三協／キャスタイル門扉1型

48%
OFF

タカショー／エバーアートウッド門扉
●シンプルスタイル 06-10両開き 柱使用

77,040円（税込）

48%
通常28,600円

LIXIL／ファインポートⅡZ
●24-50標準柱

●07-12両開き 柱使用

65,830円（税込）

48%

OFF

LIXIL／ネスカF

●24-50標準柱

107,910円（税込）

台風・雪対策に
風速42m/秒相当
積雪50cm相当までOK

48%

OFF

●07-12両開き 柱使用

56,110円（税込）

48%

50%

LIXIL／彩風C型 手動 ポリエステル

●06-10 アルミ柱使用

OFF

春・夏の日差し対策に
今からの施工がおすすめ

40%
OFF

三協／キャスタイル フェンス
●H60cm本体+柱セット
通常34,430円

0120-86-1255

info@toukaen.co.jp

営業時間／8:00〜17:00 休業日／日曜・祝日

東鹿園は感染予防対策を
行い営業しております。

OFF

タカショー／エバーアートフェンス

手洗い

ソーシャル
ディスタンス

■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

日吉北側

田園調布学園大
ヨネッティ

資材置場
日吉

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

ヨネッティ前
いなげや

三協アルミ／フレイナフェンスY1型
●H60cm本体+柱1本付

27,780円（税込）

通常46,310円

消毒

110,390円（税込）

48%

王禅寺東1丁目
マスク

通常212,300円

●H60cm本体+柱1本付

17,900円（税込）

三協アルミ／フレイナ門扉T4型
●07-12両開き 柱使用

100,120円（税込）

通常166,870円

お 問 合 せ くだ さ い

通常61,710円

至
東名川崎

32,080円（税込）

その他商品も多数ご用意しております。

潮見台

お気軽にご相談ください。キャンペーン

ダイハツ
潮見台
尻手黒川線

期間中は大変混み合いますので、お申し

美しが丘西
早渕台公園

そば 山吉

込みはお早めにお願いいたします。

組み合わせで広がる 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。

48%

OFF

OFF

LIXIL／暖蘭物語 基本タイプフルガラス

LIXIL／サニージュF型 床納まり

●1.5間×6.0尺 ※本体のみ

●1.5間×6.0尺

通常1,215,940円

通常847,990円

814,670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。

LIXIL／開き門扉AA YM1型 両開き

48%
OFF

●07-12ラッピングアルミ柱使用
222,310円

115,600円（税込）

OFF

440,950円（税込）

48%

OFF

OFF

LIXIL／ガーデンルームGF 土間仕様
●1.5間×6.0尺
通常654,940円

※本体＋引戸ガラス込み、土間仕様

419,160円（税込）
カーポート
まわり

門扉・フェンス
まわり

LIXIL／フェンスAA

48%

※本体＋ガラス込み ※床別途

デッキ・
カーデン
ルーム

36%

YS3型

LIXIL／樹ら楽ステージ 木彫
●1.5間×6.0尺 ※ステップ別途
通常248,622円

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。

LIXIL／カーポート SC レギュラー

●H60cm本体+柱1本付
通常61,820円

48%

〈3D CADイメージ〉

32,140円（税込）

OFF

129,280円（税込）

●24-50標準柱
通常468,072円

243,390円（税込）

LIXIL／オーバードアS1型 標準柱

48%
OFF

●27-10手動 ※電動リモコン付き有
通常262,191円

136,330円（税込）

写真はNN型壁付けタイプ、ウッド調

タカショー／千本密格子 ウッド調

40%
OFF

●本体+柱2本 H1.4m×W1.2m
通常149,930円

89,950円（税込）

グローベン／竹演セット13 基本セット

40%
OFF

●1.0間×高さ1.8m
通常100,100円

黄竹

60,060円（税込）

LIXIL／ハイグリッドフェンスUF8型

48%
OFF

検索

4,000円（税込）

48%
OFF

●Aタイプ 150S 片開き H1,25m
通常133,760円

69,550円（税込）

現場スタッフ急募 !

webで施工事例を
公開中！
とうかえん

●H60cm本体+柱1本付
通常7,700円

LIXIL／アルシャインⅡ H型

三協アルミ／ナチュレ全タイプ

48%
OFF

詳しくは、下記まで
ご連絡ください。

T E L .0 4 4 - 95 5 -12 5 5

コチラからアクセス

info@toukaen.co.jp

営業時間／8:00〜17:00 休業日／日曜・祝日

●1.0間×4.0尺 ※独立タイプ有
通常202,950円

105,530円（税込）

タカショー／パーゴラポーチ 独立タイプ

40%
OFF

●1.0間×4尺 ウッド調
通常233,420円

140,050円（税込）

自社による責任施行だから安心です
東鹿園は、すべての施行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。施行中の現場でもお客様が気づかれたことは
可能な限り迅速に対応し、ご要望にお応えします。
ご好評により、21年10月までは施工予約があります。早めのご予約をお願いします。

