タカショーの
単独開催!

4500㎡
展示会の総面積

●昨年の展示会写真になります

タカショー ガーデン&エクステリア フェア

みどころガイドブック
庭・外構の新製品/最新提案をお届けします!

展示会は事前登録制です。
詳細は次のページへ!
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注目の最新アイテム&DX提案をご紹介!

ファサード&エクステリア提案ブース
住まいの価値を高めるファサードエクステリア提案

ファサード
フレームデザイン提案
フレームを組み合わせた創作的な

展 示 会 テ ーマ

心豊かに暮らす 家と庭
リアル&オンライン展示会は
事前登録制です。

特設サイトは
こちら

D Xとリアルのハイブリッド空間

ファサード空間を体験いただけます!

カラーテイスト別の
提案空間もご用意!

第19回の当フェアでは「心豊かに暮らす家と庭」、サブテーマを「DXとリアルのハイ

POINT

ブリッド空間」に掲げ、多彩なシーンで活躍する新製品&空間提案満載でご紹介します!

外構カラーコーディネートの基礎が学べるミニセミナーを開催予定!

創作門扉

リアル展示会

POINT

創作門柱

会場では門扉/門柱カラーを
メタバガーデン

政府・自治体および展示会業界におけるガイドラインを基に、

AR/CG合成アプリ

を

使ってカラーシミュレーション可能!

感染症対策を徹底した上で会場展示を開催いたします。

リアル来場の
お申し込みはこちら

09:30〜17:30
エバーアートボード創作門扉/門柱提案

エバーアートボードによるこだわりの表情に
仕上がる創作門扉/門柱を展示いたします!

09:30〜16:30
ハイデザインなファサード展示

東京流通センター(〒143-0006 東京都大田区平和島６丁目１−１)

スペシャルパッケージ展示

デザイナーズ
ファサードパッケージ

オンライン展示会

ワンランク上の上質なファサード
パッケージ空間を展示公開いたします!

オフィスや自宅から、場所を選ばずに

新商品情報や空間展示をオンライン動画で紹介!

さらに!

楽しめるオンライン展示会を同時開催!

レゾナンスやデザイナーズ

展示会場の各ブースを回遊しながら
最新情報をお届けします!

展示プランを各CADデータで

レゾナンス ファサード展示

POINT

活用可能に!

ハイデザインな外構ブランド
〝レゾナンス〟の外構空間展示!

プロのナレーターが
展示会をブース毎に詳しく解説!
オンライン動画を時間毎に配信いたします

フリースタイル門扉/
フェンス

オンライン来場の
お申し込みはこちら

お好みのデザインに自由にカス
タマイズできる創作門扉/フェン
スを展示!

①10:00〜11:30

②13:30〜15:00

①10:00〜11:30

③15:30〜17:00

④18:00〜19:30

③15:30〜17:00

②13:30〜15:00

カスタマイズ門柱

ファサードの光提案

デザインパネルや格子部材を組み合わせた

外構まわりの照明提案を展示空間で体験!

多彩なデザイン門柱

1

POINT

積算シミュレーションを使えば
web上から概算金額がイメージ付でわかる!

2

POINT

DXツール&リフォーム提案ブース
リフォーム提案

リアルとデジタル連動で、短時間×簡単に上質な提案が可能!

DXツール提案
メタバガーデン

1

DXツール活用で、
より質の高い提案を実現!

お庭のお困りごとを解決するリフォーム提案!

庭リフォームに最適なパッケージプラン提案

街並みを綺麗にするファサード提案!展示会で表現致します

提案が深まるお役立ちツール/コンテンツによる提案展示

施工イメージが簡単に作れる無料アプリ!

ARシミュレーション

2

CG合成機能
バルコニーガーデン提案
バルコニーが快適なテラスに仕上がる

庭パッケージ提案

バルコニーガーデン展示を体験!

庭リフォームに役立つ
パッケージプランをブースで

屋外家具

体験いただけます!

エバーアートボードによる壁面リフォーム提案

スマホ/タブレットを

撮影した写真や

かざして、その場で

画像パースに庭・外構

ARシミュレーション!

素材を簡単合成!

ジョイントデッキ

戸建てだけでなく、集合住宅などの
非住宅分野の外構リフォームにも最適!

リフォームでご要望の多い
リビング前の庭空間に最適!

DXツール

POINT

建物を建てる前から効果的な提案が可能な制作サービス!
4K画質にも対応したパース動画

エバーアートボード
（ライムストーン）

メタバガーデンを使えば
壁面リフォームのイメージ制作も
簡単に作成可能!

エバーアートボード
（ダークパイン）

没入感の高いVRパースを制作!

DXツール

有償会員登録

NEW!
自分だけのオリジナルプランが利用可能に!

アプリを起動して、画面
右上から会員ログイン

住宅パース動画制作

住宅パース VR制作

家を建てる前から訴求力の高い提案が可能!

自由に物件を見渡せるVR内覧で、リモートでの営業・販促ツールに!

リアルなパース動画で強力な販促ツールに！

外観

多彩な住宅提案にお使いいただけます!

戸建住宅

3

POINT

集合住宅

分譲住宅

パース動画/VR制作サービスの活用方法を会場ブースでご提案!

内観

パッケージプランサイト

〇〇工務店さまオリジナルプラン

多彩な条件で現場に合わせた最適なプランを検索可能!

各CADソフト専用データをDL可能!
3Dデータ

MODデータ

お客様専用フォルダが追加!

メタバガーデン有償サービス

ECPデータ

メタバガーデンに新機能が登場!

POINT

各CADメーカーブースで
活用方法をご提案!

オリジナルプランを登録するとAR/CG合成で利用可能!

〇〇工務店さまオリジナルプラン

登録した
オリジナルプランを
自由に利用可能!

4

ガーデン提案ブース

POINT

エバーアートボードシリーズの展示ブース

エバーアートボードによる
場所別提案のミニセミナーを開催!

エバーアートボード シック
NEWカラー展示

豊かな庭での暮らしを実現する空間展示を体験いただけます!

エバーアートボードシック シリーズから
新たにメタルカラーが登場!

「レゾナンス」
によるハイデザインな庭パッケージ展示

ロープ×異素材のスマートデザイン

庭空間の造作家具に最適!

NEWガーデンファニチャー

シートクッション

好評いただいているロープ素材による屋外家具がリニューアル!

造作した下台の上に設置することで、くつろぎの造作家具を実現!

レゾナンス ガーデン展示
洗練されたハイデザインブランド〝レゾナンス〟で構成された
ハイクオリティな庭空間展示をお届けします!

ガーデン空間を彩るスペシャルパッケージ展示

べジトラグ栽培セット

すぐに花や野菜が楽しめる栽培セットが登場!

（べジトラグ/苗/培養土）
手軽に菜園ができる栽培セットで、施工

デザイナーズガーデンパッケージ

後のアフター提案に繋がります!

ワンランク上の「デザイナーズパッケージプラン」が登場!
上質なガーデン空間を体験いただけます!
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施工後のお客様への
アフター販売に!

POINT

レゾナンスやデザイナーズプランが使える特別サイトを公開予定!

SDGsへの取り組み
古くなった土は回収し、
再生させてリサイクル!

展示会場のプランが各CADデータで活用可能に!
料資要必

LEDIUS ライティング提案

夜の庭・外構を彩る照明展示を体験いただけます!
新商品や体験型展示が盛り沢山!

高さ/幅を
1cm単位で
別注可能!

5

5thROOM×照明の暮らし提案

屋外用カーテン

日中とは異なる、夜の庭での暮らしを体験できる展示空間!

既存テラスにも後付け可能なので、リフォーム提案にも最適です。

デザイニング スポットライト

グラフィック スポットライト

無造作な光で 唯一無二 な

自然を思わせるグラフィックを

空間をデザイン

影 として投影

6

コントラクト提案ブース
非住宅・施設向けの製品情報や空間展示をお届けします!
ホテル・旅館向けライティング提案

4V

12Vの施工性はそのままに大型物件に対応可能な24V

S

による光の提案や、従来の24V提案など多彩な展示に！

LOWVOLT SYSTEM

24V S
エントランス照明に

24V S はいいとこどり
12Vより
Scale
（スケール）
が広がる

24Vより
Smart
（スマート）
に施工する

植栽を美しくライトアップ

外観を光で彩る

100Vより
Safety
（セーフティ）
に扱える

幅広い空間設計に役立つルーバー材

エバーアートボード
コントラクト提案
非住宅・施設の外装化粧に最適!
リアルな表情でこだわりの空間に。

非住宅の軒天井や外壁/
館銘板の化粧に!

23種の
部材サイズ
エバーアートウッド ルーバー

自然な木目の色ムラを人工木で表現!

コントラクトデッキ リアル

多彩な空間設計に対応可能な23種類の部材バリエーションをご用意。

天然木のような色差による自然な仕上がりで、

ルーバーによる空間展示を体験いただけます!

非住宅分野でもこだわりのデッキテラスが生まれます!

公園・施設向け 休憩スペース提案

パーゴラポーチ 独立タイプ

Jポーチ 独立タイプ

地域住民のコミュニティスペースとして欠かせない公園や
施設向けの休憩スペースをご提案！

POINT
POINT
7

休憩スペースだけでなく、
快適なグランピング空間にも最適!

ホームヤードルーフⅡ

