全国331拠点のプライオリティチェーン

0120-910-099

（受付時間：9:30〜17:30）

ご参加無料！ 外構工事・お庭づくりのことならなんでも! !
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営業時間：9:00〜17:30 定休日：水曜日

国道16号「大野台郵便局前」交差点西へ約400ｍ
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新築・リフォーム共にOK！お気軽にご参加ください。
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WEB予約
受付中! !

ValueSelect（当社オリジナル商品）

YKK AP

プレシオスポート

レイナツインポートグラン

●幅2,400mm×奥行5,052mm
高さ約1,800ｍｍ（標準柱仕様）
■メーカー価格：234,360円（税込）

●幅3,622mm×奥行5,052mm
高さ約2,000ｍｍ（標準柱仕様）
■メーカー価格：421,416円
（税込）

販売価格
（工事費・税込）

相模原店にて

開催！

OFF

99,800円〜

182,253円〜

販売価格
（工事費・税込）

50％
3Dパース＆その場でご提案

素材サンプル多数

10：00〜18：00

50％

OFF

OFF

YKK AP

LIXIL

リウッドデッキ 200

レストステージ

●幅1,851mm×奥行920mm
床高さ550mm
（Sタイプ）
■メーカー価格：89,640円
（税込）

●幅2,616mm×奥行910.5ｍｍ
床高さ450mm
（束柱セット標準）
■メーカー価格：110,170円
（税込）

販売価格
（工事費・税込）

76,852 円〜

販売価格
（工事費・税込）

97,712円〜

相談会へのご参加は、事前予約が便利です。

ガーデンプラス 相模原
ゆったりとした相談スペース

キッズルームも完備

55％

50％

OFF

無料にて現場調査します。 プラン・お見積りも無料！

安心の10年長期保証。

お客様の声、
すべて公開中。 取り扱い商品数6,000点超！

初回ご相談時のイメージをもとに、
デザイナーが現場にお
伺いいたします。
お伺いの際に、
周辺環境の確認や隣地、
敷
地の状況、
日当たりなどを細かく調査いたします。
リフォー
ムをお考えの方は、
現在ある植栽などをどのようにされるの
かなどもお伺いいたします。

ガーデンプラスでは、
エクステリアの商品に関する保証
（2年
間）
と施工に関する補償
（10年間）
をベースに、
各工事ごとの
保証制度
（植栽枯れ保証・塗装工事保証など）
を整えていま
す。
安全性に配慮した独自の施工規格を順守することで、
安心と安全をお約束します。

ガーデンプラスでは、
ご利用いただいたお客様の感想と施
工写真をホームページ上で全てご覧いただけます。
たくさん
の施工例の中からお庭プランの検討はもちろん口コミ評価
もチェックいただけます。
進化し続けるガーデンプラスだか
らこそ、
自信をもって公開しています。

ご家族による自由設計のお庭づくりもガーデンプラスにお
任せください。
お客様のこだわりやご家族のこだわりを事
細かにお伺いし、
外構スペースやご予算をはじめとするさま
ざまな制約と向き合いながら、
当社エクステリアプランナー
がその思いをカタチにしていきます。

ガーデンプラスは全国331店展開の外構・ガーデンメーカー
です。
大手メーカーとのタイアップ商品やオリジナルPB商品
も取り揃えており、
品質、
商品数、
価格においてご満足いただ
けるものをご提供しております。
更に、
基本工事費0円キャン
ペーン等のサービスも実施しております。

ValueSelect（当社オリジナル商品）

OFF

LIXIL

プレシオステラス R型テラスタイプ パワーアルファ L型テラスタイプ
●間口1,850mm×出幅870mm
柱標準タイプ
（柱2本）
■メーカー価格：79,920円
（税込）
販売価格
（工事費・税込）

56,601 円〜

●間口2,320mm×出幅885ｍｍ
柱位置固定タイプ
（柱2本）
■メーカー価格：104,436円
（税込）
販売価格
（工事費・税込）

99,109 円〜

年間2,500件の施工実績。あらゆるタイプのお庭づくりに対応いたします。

アウトドアリビングでお庭を有効活用！

ウッドデッキ＆タイルテラス

セミクローズ外構

シンプルモダンスタイル

オープン外構

門柱は建物のアクセントカラー
と合わせた自然石貼で仕上げ、
シンプルなデザインながらもオ
リジナリティの高い 外 構デザ
インをしました。主 庭にはウッ
ドデッキを設置し、海が見える
お庭となっています。

クローズ外構

ナチュラルモダンスタイル
色や素 材を建 物と合わせるこ
とで外構と建物の一体感を出
し 、角 柱 が 柔 らか さを 演 出 。
広々としたタイルテラスには木
目調の屋根を設 置し、
「 遊び」
に「家事」にと機能的なお庭と
なっています。

ウッドデッキ
窓からストレスなく外に出られるウッドデッキは、お子様の遊び場
や家族の憩いの場として大活躍間違いなしです。
室内のフローリン
グと色を合わせるとソトとナカの一体感が出るのでおススメです。

ヨーロピアンスタイル

タイルテラス
タイルは色や素材などバラエティが豊富なので雰囲気のある空間
を作ることができます。照明や植栽と組み合わせることでオンリー
ワンの空間にしてティータイムなど優雅な時間を過ごしませんか。

建物と合わせた白を基 調にしたデザインで、
アイアンの門扉がご希望でしたのでヨーロ
ピアンスタイルのクローズ外構をご提案いた
しました 。門 柱は大きめのタイルを使 用し 、
上品かつ重 厚感を出しながらも白がベース
カラーとなっているので、圧迫感のない外構
に仕上がりました。アプローチは石英岩の乱
形石貼りで外構全体を柔らかい印象にしてく
れています。

リフォーム事例 1

オープン外構

イングリッシュナチュラル
植栽や門柱などの既存物を使
いながらイングリッシュナチュ
ラルな外構にリフォーム。駐車
スペースはコンクリートにレン
ガと乱 形 石貼をあわせること
で全 体の雰囲気を損なわない
ように配慮しました。

ガーデンルーム＆タイルテラス

リフォーム事例 2

植 栽 の 多 い 和 風 の お 庭をガー デン
ルームとタイルテラスにリフォームし
ました。全面白のタイルテラスがエレ
ガントな 雰 囲 気を 作り出し 、建 物と
ガーデンルームを引きたてています 。
隣地境界も白を基調としてピンクのタ
イルをアクセントにしました。

クローズ外構

和モダンスタイル
LIXILプラスGの縦格子がモダ
ンながら和の趣を演出し、落ち
着いたクローズ外 構に仕上が
りました 。門 柱と 植 栽 にライ
ティングをすることで、夜も雰
囲 気のあるオリジナリティの
高い外構です。

アプローチと主庭をモダンな雰囲気に

門廻りはソリッドな印象に、アプロー
チは砕石と平板を使用してモダンなが
らも落ち着いた和の雰囲気にリフォー
ム。シンボルツリーがアクセントとな
り 、来 客 の 方へ のおもてなしのアプ
ローチが完成しました。

※

JPEX 公認エクステリアプランナーがご案内いた
します。新築外構から小規模なガーデンリフォーム
まで、お気軽にご相談ください。
店長・プランナー

小川

ご家族様の笑顔のあふれるお庭を一緒に考え、想いを形
に致します。お客様の笑顔の為に。私たちにお任せくだ
さい！

営業・プランナー

村上

お客様のお庭に、家族一杯の笑顔であふれさせることを
想像して取り組んでいます。些細なことにもお応えいたし
ますのでお気軽にご来店ください。

施工管理・施工監督

高石

お客様の想いを形にするため全力で施工に取り組みま
す。お庭づくりについて是非私たちにお手伝いさせてく
ださい！

営業アシスタント・プランナー

稲垣

お庭に出て過ごすことが好きになれる。そんな空間づくり
のお手伝いをさせて頂きます。ちょっとしたことでもお気
軽にご来店ください。

設計・デザイナー

before

after

before

after

水田

デザインだけでない、使い勝手や機能性を重視したお庭
づくりを心掛けています。どうぞお気軽にご来店ください。
お待ちしております。
※ JPEX・
・
・公益社団法人日本エクステリア建設業協会

0120-910-099

