
　住宅に斬新な外構デザインと豊かな
ガーデンライフを提案していくそとや工
房に、志を同じくするガーデンクリエイ
ター達が「そとやガーデンクルーズ」を
結成。約1年で東北から九州まで31
社40店舗が参加。ます
ます拡大しています。

Renovation
迎えいれるような曲線の門柱を作り花壇のアンティークレンガを
削りながら積み、風合いが出るようにしました。

建物と外構は別物です。

　手入れが大変な和風庭園をメンテナ
ンスがしやすいよう、お庭全体を石畳
にした大胆なリフォーム。
　以前は庭スペースとエントランス部
分が分離されていたのですが、お庭全
体につながりをつくるようにしました。

年月と共に家族構成や生活スタイルも変わるもの。「塀が汚れた」「駐車場を広げたい」「家庭菜園がしたい」「手入れが大変」
困ったこと、気になること、何でもご相談ください。

お庭のリノベーション

世界から滋賀へ 滋賀から全国へ

新築 の外構とお庭

　そとや工房では、常に新鮮なデザインや商品をお客
様に提供すべく、努力を続けています。国内のデザイ
ナーだけでなく、広く海外にも目を向けて特にヨーロッ
パ各国のデザイナーやメーカーとも交流を深めていま
す。新作を一早く紹介して直接輸入販売しております。
そとや工房でしか手
に入らない魅力的な
ガーデンアイテムを
ご覧ください。

ビフォーアフター　　 実例AFTER
Before
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Before

手入れの大変な和風庭園から
お庭全体を石畳にした大胆なリフォーム！

AFTER

　パーゴラを斜めに配置し、室内から
の出入口にスペースをつくる事でお庭
にゆとりがうまれました。高木と芝生で
お庭の雰囲気をUPさせています。

Before

雑草だらけの裏庭スペースを
家族でくつろげる憩いのスペースに！

AFTER

　せっかくのお庭のスペースが手つか
ずのまま。土のままだと雨の後は出る
のも億劫になったりしますよね。タイル
テラスにすることによりお庭に出やす
くなり、景色も広く感じられます。ベン
チも配置して、有効的な空間に生まれ
変わりました。 Before

使えていないお庭のスペースを
もっと魅力的な空間に！

AFTER

新築外構の場合、自由にプランを描けるのが何よりの楽しさです。新築のプランをお持ちください。一邸一邸お客様の趣味や
ライフスタイルを考えたデザインを提案します。建物と外構は別物。住宅屋さんに任せないで、外構専門店にご相談ください。

建物に合わせて門柱をダークグレー＋ウッドカラーを
配色しました。アプローチには直線のアクセント。

建物の格子と合わせ、縦格子の門柱にしました。
グレーの自然石と板塀の笠木を置いて少し和風に。

来社したヨーロッパの
デザイナー

ヨーロッパ
から

直輸入欧風デザインを日本の住宅にRadius Design 滋賀から日本各地へ

そとや工房のセレクトショップ ジューシーガーデン http ://www. ju icygarden . jp

そとやオリジナル
ガーデングッズ！！

ジューシーガーデンスマホ
OK!

ジューシーガーデンオンラインショップ
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01 Letterman mini
レターマン ミニ
￥16,200（税込）

21 フレンチシェッド
ミディ
￥292,680（税込）

25 CUBE
キューブ
￥28,512（税込）

30 はらっぱ BASE　
（エコアコールウッドセット）［塗装なし］
￥259,200（税込）

※写真はオプションを含みます 33 スカイターブ
￥9,676（税込）

34 カクーン
￥58,320（税込）

09 ハローキティ表札
GARDEN POT
￥25,920（税込）

05 PENNE STEELY
ペンネ スティーリー
￥20,196（税込）

23 ユーロ物置 3022F2
￥253,000（税込）

24 ユーロ物置 1508K1
￥78,000（税込）

27 TOWER
タワー
￥29,808（税込）

28 FLAT BALL
フラットボール
￥25,920（税込）

29 VESSEL
ベッセル
￥26,784（税込）

31 ターザンロープ
ブイブランコ レッド
￥14,472（税込）

32 ブランコ スパイダー
￥25,164（税込）

36 ストーンカービング
各種￥2,700（税込）〜

15 祥元 筆文字表札
￥60,480（税込）
※ロゴスタイルは+5,832円

02 L'Ombre Hello Kitty
Face.
￥50,760（税込）

22トゥルク［塗装済］
￥343,440（税込）

26 BALL 350
ボール
￥25,920（税込）

10 アルミ鋳物表札
H50〜70 ￥8,640（税込）／1文字

06 Shelfie
シェルフィー
￥62,640（税込）

17 GPS 表札
ジーピーエス表札
¥35,100（税込）

03 CUERO
クエロ
￥43,200（税込）

11 O-moji 01
￥38,880（税込）

07 BISCUIT
ビスケット
￥45,360（税込）

16 ハローキティ表札
HEART FRAME with tile
￥25,920（税込）

04 Bruka design
ブルカデザイン
￥9,396（税込）

12 PUFFY SIGN
アルファベット
￥1,620（税込）/1個

13 アジコ 150
￥25,920（税込）

14 O-moji 02
￥38,880（税込）

18 LT ステンレス表札
DMS-B7
￥15,120（税込）

19 フラワーオブライフ
ラージフラワー
￥21,600（税込）

20 ドロップ
￥28,080（税込）

08 CHIBIPOS BUNNY
チビポス  バニー
￥43,200（税込）

ポスト

物 置 ライト

表 札

遊 具 その他

エントランスのアクセントになる郵便受けが、色も形も勢揃い！
外構の雰囲気アップに、わが家らしいデザインを見つけてくださいね。 

大きな物やタイヤの収納だけでなく、自転車収納やバイク
ガレージとしても利用される物置。見える面積が広いか
ら、おしゃれなものを選びたい！

夕暮れ時からが、実はお庭をゆっくり楽しむベストタイム！
気分に合わせて”彩”を灯しましょう。

子供はもっと子供らしく。 わんぱくキッズを育
てるDIY遊具「はらっぱギャング」が新登場！パパ
が作ったブランコなんて、素敵ですね。

ジューシーガーデンのオンラインショップには、まだま
だお庭を楽しくするアイテムが満載！
新しい商品や、商品を使ったお庭のスタイルなど楽しめ
る情報もご紹介しています。

お客様をおもてなしする最初のアイテムが表札。
サイズが小さいからこそ、デザインも大胆に楽しんでいただけます。
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35 立水栓 フルール
￥36,720（税込）
※ガーデンパン・蛇口別売

37
￥123,120（税込）
※蛇口別売

ここだから見つかる
あな たの想い！


