
門まわりに照明を設置し、家の周囲に暗が
りを作らないことは防犯対策に繋がります。

照明で暗がりをつくらない

Dスクリーンは、デザイナーズ
パーツの面材と必要部品をユ
ニット化したものです。意匠性の
高いスクリーンフェンスの施工
が手軽にできます。

意匠性の高いスクリーン

デザイナーズパーツ　
Dスクリーン

Dスクリーン横張り

Gスクリーン

門やフェンスは、その内側にある「家」の印象を大きく変える要素です。
しかし、外観だけではなくその機能が安心した暮らしを作るのです。

外部から覗けない門扉を付けることで、プライバ
シーを守り、侵入しづらい環境を作れます。

プライバシーをきちんと守りたい

門扉／フェンス／ファンクションユニット／手すり

隣地や道路との境界から、建物までの距離（離れ寸法）によって、塀の仕
様は限られてきます。スペースに合せて検討するとともに、プライバシーの
確保や防犯という視点から、仕様を見直すことも必要です。

スクリーンフェンスとは、フェンス
の中でもプライバシー空間を作
る機能を高めたもので、侵入者
や視線をさえぎるための十分な
高さや、目隠しの機能を備えたも
のです。デザイン性の高いスク
リーンを利用し、庭の一部をリビ
ングスペースとして活用するの
も、新しい使い方としておすすめ
です。

フェンス／スクリーン

強い日差しもカットでき、庭先の活用範囲がさらに広がります。
天候に関係なく庭を楽しむには最適です。 

ガーデンルーム／テラス／ウッドデッキ

庭先の活用範囲がさらに広がります。

うちの車にぴったりな

ガレージがみつかりました。

お家にあわせてスタイリッシュに！

防犯にも最適！

お家の印象がガラッと
変わりました！

車を収納することだけが、ガレージではありません。
ガレージには、住まいや暮らしにあった作り方があるんです。

カーゲートを設置することで、大事な愛車の盗難や車上荒らしを防ぐ効果があります。
大事な愛車を守る

家の玄関に直通の屋根付きガレージを作れば、雨の日にも傘いらず。
雨の日にそのまま玄関へ
車庫に屋根をつけることで、雨風を防ぎやすくなり車も汚れにくくなります。
車が汚れにくいガレージに

カーポート／大型伸縮門扉／ハンガーゲート／オーバードア

アーキフィット／オーバードアS

ソーラーパネルも取付け可能

キューブポートプラス ワイド

サンクテラスⅡ

洗濯物を干すスペースや、ライフスタイルにあった
収納スペースとして。お好みにあわせて、お庭を
有効活用できます。

多目的スペースとしてお庭を有効活用

ワンランク上の贅沢は、庭のガーデンルームで過ごす時間。
現在の住環境を変えることなく、得られる充足感。

ナチュラルなライフスタイルをプロデュース

サンクスペースⅡ

門まわり

スクリーン

車庫まわり

庭まわり

秋のガーデンルームキャンペーン
キャンペーン対象のガーデンルーム「ＮＥＷ暖蘭物語」
「自然浴家族ジーマ」「ココマ」「フィリアⅡ」をご成約のお客様に

キャンペーン
開 催 期 間12  28（金）まで

エクステリアが変わると暮らしがもっと安心！快適！
エクステリアとは、家のまわりを取り巻く空間や環境のこと。
具体的には、「門」や「車庫」「庭まわり」など、「家」の外側にあるものをさします。
「家」と一体化した理想的な空間を演出するほかに、プライバシーを守ったり、
悪天候の際に家や車などを保護する大事な役目もあるのです。

アーキレール インフォユニット

ライフモダンⅡ ヴィア・ル・デコ クインセ

プライバシーの

確保もバッチリ！

お母さんも

安心です

知的でシンプルな

意匠や新発想で

門まわりの表情を一新

おじいちゃんも納得！

乗り降りや

荷物の積み

下ろしもしやすくて

お父さんも

大喜び！

すてきな部屋が

増えたみたい！

僕もみんなも

大満足！

10万円分プレゼント!オプ
ショ
ン

樹の木Ⅲ樹の木Ⅲ

ガーデンルーム
キャンペーン
対象商品

 



※間口２間×出幅６尺、土間仕様、
　スタイルA デザインパネル仕様
　屋根材：ポリカーボネート板（クリア）
　カラー：アイボリーホワイト
※床材・オプション・工事費別途

メーカー希望標準価格￥1,429,050（税込） 

高級感と品格あふれる
ガーデンルームで
手に入れる、
上質な暮らし。

開け閉め自由な折戸パネルで、
いつでもオープンテラスに変身。

※間口1.5間×出幅8尺 土間仕様・ベース材なし
　屋根材：ポリカーボネート板（クリア） 　
　カラー：シャイングレー＋柿渋
※床材・オプション・工事費別途

メーカー希望標準価格￥981,540（税込） 

ウッディ調でシンプルなデザイン。
心地よい庭のラウンジルーム。

※間口１.５間×出幅６尺 土間仕様・ベース材なし
　屋根材：ポリカーボネート板（クリア）
　前面フィックスパネル：ポリカーボネート板（クリア）
　側面部：ポリカーボネート板（クールマット）
　カラー：イタリアンウォールナット＋シャイングレー　腰壁横排水
※腰壁・床材・オプション・工事費別途
メーカー希望標準価格￥801,885（税込） 

実用性の高いシンプルな空間。
リーズナブルなガーデンルーム。

※間口1.5間×出幅6尺、土間・デッキ仕様
　屋根材：ポリカーボネート板（クリア）
　カラー：マイルドブラック
　床材：樹の木Ⅲ
※床材・オプション・工事費別途

メーカー希望標準価格￥547,995（税込） 

プレゼント
10万円分
オプション

プレゼント
10万円分
オプション

プレゼント
10万円分
オプション

プレゼント
10万円分
オプション

※キャンペーン主催 ： 株式会社LIXIL　※キャンペーン対象エリア ： 関東一都六県、山梨県、長野県、福島県、新潟県　※掲載商品の表示価格はすべて税込価格です。 ※掲載商品の表示価格はメーカー希望標準価格です。工事費はプラン ・ 敷地状況等によって異なりますので、お気軽に当店係員までお問い合せください。

■内部日除け ■可動竿掛け ■パネルスクリーン

■カーテンレール ※カーテン別途■外部日除け■内部日除け ■可動竿掛け ■パネルスクリーン ■収納網戸 ■オーダーカーテン ブランシェ/ブランシェDX

■収納網戸

この他にも多数のオプションをご用意！

オプ
ショ
ン

※ご選択オプションの総額がキャンペーンの設定金額分以上の場合、
差額分はお客様のご負担となります。ご了承ください。
※ガーデンルームのタイプによっては設定できません。

12/28までに納品させていただいたガーデンルーム
が対象となります。（テラス仕様は対象外です）

キャンペーン対象のガーデンルーム「ＮＥＷ暖蘭物語」
「自然浴家族ジーマ」「ココマ」「フィリアⅡ」をご成約のお客様に秋のガーデンルームキャンペーン

住宅スタイルにふさわしい門まわりのデザインとカラーを、
ファッションやインテリア感覚で楽しく選べる。門まわり

ライフモダンⅡ　D-style YA型
扉表面に光沢のあるスチール鋼板を採用し、
強さと美しさを搭載。シルバー、パールホワイト、
メタリックブラックの3色をご用意。

アルミ形材門扉

ヴィア・ル・クラシコ　トラッド
伝統的な剣先とバスケットのデザインが住ま
いに風格を与えます。

アルミ鋳物門扉

益子焼サイン
日本の伝統技術を受け継いだものや、モダン
やヨーロピアンなど、住宅スタイルに合わせら
れるものなどバラエティー豊かな表札です。

表札

クルマは、今や生活にはかかせないアイテム。だからこそ、
スペースを確保していつまでも大切にしたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　車庫まわり

スタイルコート
保管するガレージから、眺める・楽しむ・集まるガ
レージへ。スタイルコートは、ガレージリビングと
いう新しい趣味空間を実現しました。

ガレージ

住まいの外部空間（ガーデン＆エクステリア）で、自然の恵みを
ふんだんに暮らしの中へ取り入れ、健康でやすらぎのある生活を庭まわり

樹の木Ⅲ
リアルな木質感とやわらかな感触。天然木と
比べ、天候による変色や色あせが起こりにく
く、メンテナンスが楽で、人気のデッキ材です。

ウッドデッキ

サンクテラスⅡ
設置場所を選ばない手軽でフレキシブルな屋
根空間。

テラス

ガーデンハット
独立タイプで、設置場所を選ばず日陰空間を
作れます。また、可動式の日除けですので、季
節に応じて陽射しを自由に調整できます。

オーニング

エクステリア商品のデザインや機能は実にさまざま。それぞれの組み合わせを考えるとエクステリアの表情は無限に広がります。

ワイドシャッター Cタイプ
フレームがアルミ形材タイプと、表面仕上げ
材を住宅の外壁に合わせて自由に選べる
シャッター。

シャッター 

オーバードアS １型
落ち着きのある横桟タイプです。
住宅に合わせて、桟の色を変えて頂くこともで
きます。

オーバードア

キャンペーン
開 催 期 間12  28（金）まで

10万円分プレゼント!

「LIXILリフォームネット
  エクステリアマイスター」とは

全国のLIXILリフォームネット登録店社員の中で、エクステリアマイスター研修を
受講し、認定試験をクリアしたエキスパートを「エクステリアマイスター」といい
ます。最新の資材や設計、施工のスキルはもちろん、お客様の住まいの外まわりに
対するニーズとこだわりに、エクステリアのプロの視点から最適なプランをご提案
します。

自然浴 de くらすパートナーズは、2012年4月より
「LIXIL リフォームネット」として生まれ変わりました。

（044）752-0169
http://sanwa-keihin.co.jp/ 三和　せせらぎ

当社は、L I X I Lリフォームネット登録のガーデン＆エクステリアショップです。

 



※キャンペーン主催 ： 株式会社LIXIL　※キャンペーン対象エリア ： 関東一都六県、山梨県、長野県、福島県、新潟県　※掲載商品の表示価格はすべて税込価格です。 ※掲載商品の表示価格はメーカー希望標準価格です。工事費はプラン ・ 敷地状況等によって異なりますので、お気軽に当店係員までお問い合せください。

お客様の創造を形にする

 新築からリフォームまで、さまざなエクステリアに携わってきた経験を活かし、

                より良い住環境づくりのお手伝いをします。

ご提案の際に作成したﾊﾟｰｽ

ウッドデッキをつけたい！！

　ご提案時には 3Dcad を用いて

完成時のイメージをよりリアルに

感じながらご相談できます。

　当社では、お客様との意思・疎通を大切にし、他にはないオンリーワンを追求していきたいと思って

おります。

デザイン性を優先するあまり本来の役割である防犯性・機能性を無視したプラニングにならないよう、

あくまで暮らす人がいてはじめてエクステリアに価値が生まれると考え、住環境をより良いものに、

皆様に喜ばれるエクステリア空間を提案していきたいと思っております。

防犯が気になる ,,,。

工夫のあるアプローチがほしい。

建物と一体感のある外構がほしい。

シンボルになるようなものを作りたい。

Garden 工房せせらぎ

     〒211-0041

  神奈川県川崎市中原区下小田中 6-29-6

TEL/044-752-0169　FAX/044-797-2601

URL/http://www.sanwa-ex.jp/

検索ワード /三和　せせらぎ

お庭を広げたい！！

完成写真

完成写真

ご提案の際に作成したﾊﾟｰｽ

TEL 044-752-0169

 




