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エクステリア・ガーデニング・外構のことなら株式会社ミッションにお
まかせください。ミッションは、埼玉県川口市を基点に埼玉県内、東京
都 23 区、千葉県北西部で活動しています。

ミッションについて

株式会社ミッション３つのこだわり
株式会社ミッションが、これだけは譲れないお庭づくりの
“ こだわり ” をご紹介します！

何でも喜んでお請けいたします
小さな表札の取りつけから大掛かりな全面改修工事まで喜ん
でお引き請けします。お庭、お住まいのお困りごとは、まずミッ
ションにご相談ください。

お客様の要望をかたちにします
お客様のご要望をかたちにするのがミッション。お客様の思
い描くお庭を、コストや安全面などプロの目線からアドバイ
スして、実現させます。

オールマイティーです！
私たちは、さまざまな技術を駆使して、どんな工事でも実現
します。お庭はもちろん、住宅リフォームも対応しておりま
す。外構、エクステリア、住宅まで。まずは一度、ミッショ
ンにお声掛け下さい。

こだわり

1

アプローチ・照明
（P.6）

カーポート（駐車場）
（P.4）

こだわり
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こだわり

3

ウッドデッキ
（P.10）

ガーデンルーム
（P.8）

植栽

物置

和風庭園

拙者、ミッション侍
ざむらい

なり。

お庭のことならなんでもおまかせ。

なんでもご相談に乗るでござるよ。

ミッション公式マスコット

ミッション 侍
ざむらい

＆きのこ
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駐車場
エクステリアを考える際、まず大きな面積をとる車をどう駐車するかを
考えます。出入りのしやすさ、安全面を踏まえてからデザインを考えま
しょう。

基礎が大切

駐車場作りにおいて、基礎は大切。まず地盤に敷いた砕石に圧力を加えて固
めます。その際にメッシュ筋というものをおいてサイコロ状のスペーサーを
置きます。見えないところにも十分配慮した工事が大切です。一般的には砕
石部分、コンクリート部分がそれぞれ 10㎝くらい。大型車の駐車を視野に
いれると、もう少し厚みが必要です。

建物と調和する土間づくり

土間のデザインは建物の雰囲気に合
わせる事が大切。あまりこりすぎず、
味気なさを解消するくらいの方が飽
きのこない空間になります。

道路との高低差

一般的に道路より敷地の方が高なっています。でも駐車場は道路と高さ
をそろえていないと車の出入りができません。そのぶんの土を削る工事
を掘

くっ

削
さく

工事といいます。
削った土は捨てる事になりますが、土の量が多い程、コストがかかりま
すので、なるべく高低差の低いところに計画する方が経済的です。

駐車スペースの目安
駐車スペースの目安になる寸法は、
車種によっても異なりますが、出入
りのしやすさを考慮しなくてはなり
ません。

残土処分

基礎の厚みも削る

高低差

2.7m

5.5m

3.6m
6m

5m

4m

駐車が難しくなるような

設計はダメでござる。

大切な車にキズが付いたり

事故が起こる原因なり。

たのんだぜ〜

入れませ〜ん
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エクステリアにとって門まわりとアプローチは家の顔。安心感や、お客
様がホッとする空間をつくるためにプラスアルファの演出が大切です。

アプローチ

さりげない演出がポイント
道路よりも高い敷地。その高低差を利用し
て色々と工夫したいところ。たとえば花壇
をつくったり、間接照明を入れるなどさり
げない演出ができるポイントです。

自由な発想で

最近、アプローチの設計が変わっ
てきました。今までは、玄関と門
を正面からずらして距離感を出す
のが一般的でしたが、最近は建
物のシンプルなデザイン化
に伴い、直線型のアプ
ローチも増加してい
ます。

まとまりのあるデザインを

素材の組み合わせ次第で、様々な印象づくりが
可能ですが、使いすぎるもの考えもの。優先し
て考えることが「まとまり」です。
素材をたくさん使う際も、何故この素材なのか
も深く考えて選定しましょう。

ライトの演出

夜間のアプローチは照明を使う
ことでいろいろな演出ができま
す。帰宅時の転倒防止や防犯効
果も期待できます。

「家に帰ってきた〜」と

ほっとさせる安心感が

欲しい場所で

ござるよ。
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雨

紫外線
(UV)

風

昔の縁
えん

側
がわ

のような空間を再現したくつろぎのスペースです。室内の延長
として、お庭のリビングとして、コーディネートも考えてみましょう。

ガーデンルーム

くつろぎの場所

日本家屋には本来、部屋と庭の
間に縁側がありました。作業場
であったり、くつろぐスペース
であったりと用途は様々でした
が、ガーデンルームは、この縁
側に似ています。冬は暖かなサ
ンルーム、夏は開放的なテラス
としても使えます。

日よけや網戸で快適な空間づくり

日よけやスクリーンがついていると、強
い日差しを和らげることが出来ます。ま
た網戸を取り付けると蚊の侵入を防ぎ、
自然の風を取り込むことができます。

紫外線や強風から室内を守る

屋根は現在、ポリカボネート板製の
ものが主流となっています。多くの
紫外線（UV）をカットしてくれる
ほか、雨や強風から室内を守るバリ
アの役割も果たしています。

家のなかと外をつなぐ空間

でござる。夏はテラス、冬

はサンルームとして使い分

けるなり。
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ウッドデッキは、大きすぎると維持が大変ですし、小さすぎると何もで
きない空間になってしまいます。まず目的を明確にしましょう。

ウッドデッキ

天然木材 or 人工木材

従来、ウッドデッキは天然の木材が主流でしたが、
メンテナンスの問題があり、天然の風合いを持つ
合成木材も増えてきました。

天然木材のメンテナンスとは

天然木材の場合、木は腐るものと考えて下さい。日頃
のお手入れは、ゴミ・ホコリを取るだけで十分。家の
掃除と同じと考えてください。色あせが目立ってき
たら水洗いし、乾いた後に防腐塗料を塗る。布に
塗料をしみ込ませて木の表面を拭くようになじ
ませます。また決してペンキは塗らないように
してください。

手すりもつけて楽しい空間を演出！

小さなお子様やお年寄りのいる家庭では転落防止を考
えて手すりをつける事をおすすめします。またハンギ
ングバスケットなどでのガーデニングも楽しめたり、
ちょっとしたものをかけて干したり用途も広がりま
す。

（※あまり重いものは掛けられませんのでご注意を！）

ウッドデッキは目的を持つこと

が大切なり。ゆっくりティータ

イムをする場所か、子どもと遊

ぶスペースなのか。考えるなり。
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ミッションが目指すお庭はお客様が見て楽しく、使って嬉しい庭。ここ
では新築とリフォームの実例の一部をご紹介します。

施工事例

レンガの門柱と家族と成長するお庭

建物のイメージに合わせて塀やレンガを選択。まとまりのあるデザイン
を施しました。玄関までのアプローチ脇にあるお庭は様々な樹木の幼木
を配置し、家、そして家族と共に成長します。リビングの前にはウッド
デッキを設置。さらには収穫が楽しみな菜園スペースも設けてありま
す。物置には建物のイメージとぴったりのディーズガーデンの「カンナ
キュート」を設置しました。

プライベート確保でゆったりとくつろげるお庭

お客様から外からの視線をカットしてプライベートなお庭を作りたい、
既存の植木などを整理したいとのご要望を受け、既存のウッドデッキ、
樹木を生かしてプランニングしました。全体を目隠しスクリーン囲いプ
ライベートな空間をつくり、また雨の日でも楽しめるように、ウッドデッ
キの上部には屋根を設置。植木のお手入れからＢＢＱまで、楽しめるよ
うガーデンシンクを設置。ゆったりとプライベートで活用できる空間に
仕上げました。

リフォーム

新築
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お庭に関するお悩みなら、どんな事でもまずはミッションスタッフにご
相談ください。お電話、またはメールなどでお気軽にどうぞ。

スタッフ紹介

喜びあふれるお庭づくりが私たちの使命です。
お庭は家族の安らぎと思い出の場です。一方、そこには使
い勝手やメンテナンス、そして法規制など、さまざまな課
題もあります。「ちょっと困った……」「もっと愉しみたい
けど」など、お庭に関するお悩みなら、どんな事でも、ま
ずミッションスタッフにご相談下さい。みなさまを笑顔に
することが、私たちミッションの喜びです。

現場スタッフ
現場で活躍するスタッフがミッションのお庭づくりを支えています。

代表取締役

坂巻 雄一

企画営業 , 現場管理

峯田 彰

エクステリアデザイナー

上野 誠純

工事部

長谷川 広

工事部

長谷川 大輔

営業

坂巻 文哉

CAD, 事務

西巻 ゆう子

経理 , 笑顔担当

坂巻 敦子

工事部

千葉 雄介

越川 義明平岡 義一 池田 栄一

依田 誠

加藤 政雄 加藤 大作

寺口 邦夫

佐々木 成美

長妻 候史 会田 智夫

山崎 祐司依田 彰 佐々木 靖夫 石井 明男

依田 裕

依田 守男

依田 健吾

依田 洋

長妻 勇斗 中村 準一 中村 晋一

拙者、ミッション侍なり。
お庭のことならなんでもおまかせ。
なんでもご相談に乗るで
ござるよ。

なまえ：ミッション 侍
ざむらい

出身地：埼玉県川口市
好きなもの：キューポラ定食

依田 幸雄
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ご相談からご契約、施工、お引渡しまで、ステップに分けてご説明いた
します。

お問い合わせ
まずは、お電話、メールにてお問
い合わせください。まずは、どの
ようなご相談なのかお伺いいたし
ます。

プランの確認
納得がいくまで、話し合いましょう。
施工完了のイメージがわかるような資
料をご用意します。

現場確認
お客様のご都合に合わせて、担当
者が現場を確認します。

ご契約
最終仕様の確認をして、プラ
ンに納得して頂けましたら、
工事契約書を作成いたします。

お打ち合わせ
現場を確認した上で、ご予算・イメージ・条件を伺います。
ご要望をすべてお伝え下さい。

プランのご提案
お客様のご要望を踏まえた上で、
プランをたてて、パース図・平面
図を作ります。また、このときに
お見積金額も出します。

完成・お引き渡し
完了検査後、お引渡しになります。

ご相談からお引き渡しまで

1

3

2

4

5

6

8

工事着工
施工管理者が責任を持って安心し
て頂ける施工を行います。
近隣挨拶などお任せ下さい。

7



ミッションのお庭 展示場

「ミッションスマイルひろば」はみんなの笑顔をつくり夢をかなえる展
示場です。設計コンセプトは「笑顔・体感」。ミッションおすすめ各商
品の特徴（デザイン、快適さ、利便性）を体感できるよう見て、ふれて、
感じて頂くことを一番大切に考えました。ご覧になりたい方はお電話く
ださい。展示場でもご相談、お打ち合わせが可能です。

フレグランスコーナー

ミッションのプレゼンテー
ションコーナーに「フレグ
ランスガーデン」が登場し
ます。香りをたのしめる木々
と植栽とナチュラルデザイ
ン。楽しむガーデン・中

パティオ

庭
をイメージした笑顔あふれ
る空間です。

アクセス

  住所：〒 333-0835 埼玉県川口市道合 259-5
   カーナビをご利用の場合「埼玉県川口市道合 402」で登録。
   在家小学校を目印においでください。八丁ホンダさんの奥にあります。

見学お申し込み：0800-888-5850（フリーダイヤル）
 営業時間：10:00 〜 16:00（事前にお問い合わせのうえお越しください）
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「笑顔・体感」をコンセプトに作り上げたミッションのお庭展示場です。
毎年、この展示場で「ミッションお庭祭り」を開催しています。

スマイルひろば
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川口北高校
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柳崎一丁目

在家橋 北スポーツセンター

コンテナ

ローソン
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東浦和駅

柳根町

在家橋（バス停）
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株式会社ミッション

お気軽にお問い合わせください！

0800-888-5850
http://mission-ex.jpWWW

ミッションでお庭のご相談の際、この

「お庭のおはなし」をお持ちいただく

と素敵なプレゼントがあります。

ご相談の際はお忘れなく！


