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INTRODUCTING OUR SPECIALTY :

自然の風を感じながら、ほっと一息つけるひ

ALWAYS INITIATING EVOLUTION, REDEFINING

ととき。緑 があって、花が咲いて、
「美しい街

"GARDEN, EXTERIOR, AND CONTRACT,"

並み」にふさわしいとっておきの場所に、ほら

AND MAKING EVERYONE SMILE.

ガーデン

GARDEN

ほらみんなが集まってきました。

コントラクト

CONTRACT
おしゃれなファニチャーでティータイムを楽

しんだり、夕暮れに咲くライティングの光に
うっとりしたり。新しい出逢いやいきいきとし
た笑顔が集まるそんな場所には、人をきっと

幸せにするやさしいストーリーが生まれます。

私たちの 3 つのフィールド、ガーデン、エクステリア、コントラクト。
ガーデン、庭は家族を笑顔に、そして健康にしてくれる大切な場所です。
美しい季節の中で、楽しく食事をしたりみんなで笑いあったりしている
と、今、生きていることの幸せをきっと見つけることができるのです。

3fields of Takasho

澄んだ日差しとやさしい花の香りに包まれ

いってらっしゃい ! の笑顔がうれしい。今日も元気な一日が始まりま
す。いらっしゃい ! と明るくお友達を迎える時も、ただいま ! おかえり !
のやさしいひとときも、
おもてなしの気持ちがエクステリアに表れます。

エクステリア

EXTERIOR

美しいエクステリアは、いつでもみんなの笑

て、かわいい鳥たちの歌声に耳をかたむける

顔が集まる場所だから、やっぱり、いつも新

と、庭に満たされた自然のチカラを感じます。

鮮で、
明るく、心地よくがステキです。
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株式会社タカショーは
「ガーデン&エクステリアを通じて日本の庭暮らしをもっと豊かにしたい」
を合言葉に、社会に貢献できる
「世界No.1のガーデンライフスタイルカンパニー」
を目指すべく、未来に向かい、日々の企業活動を全力で行っております。

VISION

タカショーは1980年、ガーデンの文化
を 世 界 に 発 信 し な が ら、Hear t＆Ar t
（やすらぎのある空 間 作り）をビジネス

常に変化を先取りして新たな価値を創造し、
広く都市環境庭文化に貢献する
グローバルなオンリーワン企業を目指します。

ビジョン

テーマにグローバルでハイタッチなガー
デ ン、庭 暮 らし の ラ イ フス タイルメー
カ ー を目 指していこうと 創 業 さ れ まし
た。戦 後 から衣、食、住と生 活 が 向上し、
家の次には、庭での暮らしがキーワード
になり、家と庭、両方のバランス（家 庭の
暮らし）が大事になると考えてまいりま

CORPORATE MISSION
より良い庭での暮らしを
グローバルに提供する企業です。

ミッション

した。またタカショー は “風、光、水、緑”
をコン セ プトとして“心で 感 動 する”を
テーマに掲げ、設計施工を必要とする商
品を販 売しているプロユースと、自分で
買って楽しみたいという方向けの商品を
販 売するホームユースと、大きく分けて
2 つ の 事 業 部 で 展 開 して お りま す。グ
ローバ ル展開の基 本である海 外 への展

BUSINESS DOMAIN
事業領域

開としましては、イギリス、ドイツに販 売
会社を置き、ヨーロッパ全 域の小売店に
販 売 するま で に なりました。アメリカ、

ガーデン＆エクステリアの産業化および近代化
豊かな暮らし、心身の健康と幸せな家族

オーストラリア、中 国、韓 国、台 湾 にも、
プロユース、ホームユースそれぞれの市
場へ販売が広がり出している中、益々今
後の期 待が大きくなっております。ガー
デンビジネスを通して、一緒に健 康で幸
せな人々の 暮らしと社 会 の豊 かな 未 来
を創りましょう。さらに、タカショーが大
事にしているのは、“人 が未 来を作り、す

我 々は 幸 せ な 家 族 のくらしをつくり
笑 顔 で 健 康 的 な 空 間 をつくります

ガーデンライフスタイルメーカー

garden life style maker

べては人が創る”という言葉であります。
どうか、タカショーの思いをご理 解いた
だき、すばらしい環境と文化型産業に貢
献していく企業として成長させていただ
きたいと思っております。今後とも、益々
のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたし

家
庭
2

ます。

LIVING IN the ROOM

のくらしと、

LIVING IN the GARDEN

のくらしで、

幸せな

家庭
をつくる。

わが家の庭を、家 族にとっ
て居心地がよく、心安らぐ空
間にしたい。そして、お知合

株式会 社タカショー
代 表取 締 役

高岡伸夫

いやご近 所の方々に対して
も、日常生活のなかでの心
癒される風景であると共に、
憧れの存在であってほしい。
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2022

A place ﬁlled with gentle
feelings and happy smiles

2018 7

TAKASHO HISTORY

東京証券取引所市場第一部に指定

タカショーの
歩み︒

業として、グローバルに成長
を遂げた、誕生から現在まで
の歴史。

ベジトラグＥＵ
（現・連結子会社）
を

2018 5

ドイツ フランクフルト市に設立

2018 7

タカショーインディアを
インド クジャラート州に設立

2018 10
香港高秀集團有限公司を

1994 2

東京営業所
（現 東京支店）
を
東京都千代田区に開設

2005 4

（現・連結子会社）
を中国広東省佛山市に設立

1997 9
1998 9

（現・連結子会社）

アルミ複合版の新建材パネルシリーズ

首都圏の営業活動拠点として業務開始

1996 4

香港九龍に設立

2014

佛山市南方高秀花園製品有限公司

「エバーアードボード」
を発売

2021 5
タカショーフィリピンを

本社
（現 第二商品センター）
・自動立体倉庫建設。

フィリピン共和国ブラカン州

物流の効率化を図る

に設立（現・連結子会社）

2005

株式会社青山ガーデン
（現・連結子会社）
を
東京都渋谷区に設立

当時最先端のLEDを使用した

株式を店頭登録

ライティングシリーズ

2021 4
GLD-LAB. Soft Factory鳥取

「EXLEDS エクスレッズ」
を発売

2005

を開設

H I S T O R Y

デンエクステリアの専門企

東京証券取引所市場第二部に市場変更

あたたかな木肌のニュアンスを忠実に
再現した
「エバーアードウッド」
を
発売

2019 9

EVER ART BOARD

株式会社3and gardenの
株式を取得し

2003

70％子会社化とする

リサイクル素材を使用した

1980 8
和歌山県海南市に造園および

耐候性抜群の特殊強化樹脂を使用

庭園資材の販売を目的として、

し、表現力に優れた人工強化竹垣

株式会社タカショーを設立

株式会社ガーデンクリエイト関東
2013 12 （現ガーデンクリエイト株式会社
栃木工場

再生木材シリーズ

1986

「エバーエコウッド」
を発売
EXLEDS

「エバーバンブー」
を発売

EVER ART WOOD

2010

2000

1990

EVER BAMBOO

EVER ECO WOOD

2012 11
ベジトラグＵＫの株式を取得し

1980

100％子会社化とする

「ガーデナーズ ジャパン」
を
和歌山県海南市に開設

2010 2
九江高秀園芸製品有限公司
（現・連結子会社）
を
中国江西省瑞昌市に設立

本社社屋を和歌山県海南市に

2004 11

1985 4
ガーデンクリエイト株式会社
（現・連結子会社）
を
和歌山県海南市に設立

1999 7

1992 1

中央ロジスティックセンターを

徳島ガーデンクリエイト株式会社

和歌山県海南市に設立

新築移転し、

（現・連結子会社）
を
和歌山県海南市に設立

2007 7
1985 6
1990 8

奈良ガーデンクリエイト株式会社
（現 ガーデンクリエイト株式会社 三重工場 現・連結子会社）
を設立

2009 7

タカショーオーストラレイジア株式会社（現・連結子会社）
を

2009 11

（現ガーデンクリエイト株式会社
徳島県吉野川市に設立

トーコー資材株式会社（現・連結子会社）
を

旧本社を第二商品センターとする

株式会社タカショーデジテック

徳島工場 現・連結子会社）
を

2008 12

株式会社タカショーデジテック
（現・連結子会社）
が
株式会社デジライトを吸収合併

2010 5

広島県広島市に設立
オーストラリアヴィクトリア州に設立
江西高秀進出口貿易有限公司
（現・連結子会社）
を
中国江西省瑞昌市に設立
浙江正特高秀園芸建材有限公司
（現・連結子会社）
を
中国浙江省臨海市に設立

さらに新たな
ステージへ︒

2012 4
ガーデンセンター

2007 10

4

現・連結子会社）
を栃木県鹿沼市に設立

T A K A S H O

誕生したタカショーが、ガー

アメリカペンシルベニア州に設立

2017 10

ガーデン＆エクステリアの専門企業として進化を続ける。

1980年に和歌山県海南市で

ベジトラグＵＳＡ
（現・連結子会社）
を

2015 2

タカショーオリジナル造園ＣＡＤシステムが完成、稼働開始
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世界へ︑

GLOBAL
NETWORK

SALES
GROUP
海外販売グループ

EUROPE

ベジトラグUK
ベジトラグEU
ベジトラグUSA
タカショーオーストラレイジア
タカショーインディア
江西高秀
香港高秀

CHINA

AMERICA

KOREA

PRODUCTION
GROUP

JAPAN
INDIA
タカショーは、国内外にひろく拠 点を置き、商品開

海外生産グループ

発から設 計、生 産、物流、販 売までの一貫体 制を整

九江高秀
南方高秀
正特高秀

VIETNAM

備。独自の総合管理システムでユーザー様や代理店
様と直結し、信頼の高いサービスネットワークでス

デザイン製作グループ

ピーディーにトータルに対応いたします。また、ヨー

タカショーフィリピン

ロッパをはじめ、中国、オーストラリアと国境を越え

AUSTRALIA

OFFICE

たマーケティングネットワークによる最先端のガー

海外オフィス

デニング情報の収 集・提 供も、私たちタカショーの

広州オフィス
上海オフィス
コリアオフィス
ベトナムオフィス
シドニーオフィス
EU（ドイツ）オフィス

重要なグループ機能のひとつです。

DOMESTIC
NETWORK

札幌営業所

株式会社タカショー
本社所在地：和歌山県海南市南赤坂 20-1
TEL：073-482-4128（代表）

SALES
GROUP

生産グループ

販売・施工グループ

ガーデンクリエイト株式会社

トーコー資材株式会社

● エバーアートウッドの製造

● ガーデン、エクステリア商品の販売、施工

● エバーアートウッド関連商品の製造

株式会社青山ガーデン

● エバーアートボードの製造

● ガーデン、エクステリア用品の

● エバーアートボード関連商品の製造

インターネット通信販売

● エバーバンブーボードの製造

● タカショー製品および関連事業の

● エバーバンブーフェンスの製造

マーケティング

● エクステリア関連商品の製造
● 人工竹製品の加工・組立
● 天然竹製品の加工・組立
● 商品開発および改良
● 輸入製品の品質管理
● 人工竹の製造ならびに加工・組立

制作グループ
株式会社 3and garden

新潟三条営業所
東北支店
株式会社ヤスモク（関連会社）
ガーデンクリエイト株式会社（栃木工場）
北陸営業所
北関東営業所
ガーデンクリエイト株式会社
（三重工場）

埼玉営業所

大阪支店

首都圏営業所

広島支店
トーコー資材株式会社（広島支店）

● ウェブサイトの企画、制作、運営

東京本部・東京支店
株式会社青山ガーデン
株式会社3and garden

株式会社グリーン情報
● 雑誌・書籍の出版、販売

横浜営業所
名古屋支店
株式会社グリーン情報

株式会社タカショーデジテック
● LED を使用した大型サインから銘板の開発・企画・製造・販売

九州支店

● 商業施設におけるサイン・照明の開発・企画・製造・販売
● エクステリア・ガーデニングにおける照明の開発・企画・製造・販売

四国営業所
ガーデンクリエイト株式会社
（徳島工場）
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全国へ︒

A place filled with gentle
feelings and happy smiles.
Come share our fun and happiness
and watch your dreams grow.
Can't you feel the fresh breezes calling?
Let's walk together and sing
and gaze up at the clear blue sky.
Hand in hand, we'll share
each other's warmth,
the warmth of friendship.

PRODUCTION
GROUP

新潟営業所
トーコー資材株式会社
（本社）
（長岡支店）

本社・関西営業所
ガーデンクリエイト株式会社（本社・和歌山工場）
株式会社タカショーデジテック

A place filled with gentle
feelings and happy smiles.
Come share our fun and happiness
and watch your dreams grow.
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A place filled with gentle
feelings and happy smiles.
Come share our fun and happiness
and watch your dreams grow.

ショールームで
お待ちしています︒

SHOWROOM
ショールーム

商品の想いをお客様に伝える、体感型のショールーム

1

商談、打 合せ
色やテクスチャを

SHOWROOM
-1
商品の色、質感を確認

その手で品質を実感

・体験！ フィフスルーム
・操作、使い心地に納得
・最新カタログ完備

2

EMPATHY

CONFERENCE
Function-3
お客様との打合せ

提案、商品・施工打合せ

お見積や積算サービス

・お客様との打合せに

体感型のショールームとして、見て、触れて、その良さを体感してください。シー
ン毎に商品のこだわりがしっかりと伝わる演出で庭づくりへのイメージがふくら
む展示場です。お客様へのプロモーションイベントでの利用にも最適です。商品

・別注、ご相談承ります
・見積、積算できます
・資料も充実

のカットサンプルや最新カタログも完備しています。

実物を見てみたい。
商品について詳しく知りたい。

商品の組立、取付、施工方法

お客 様とご一緒にショールームを訪れていただくことで、現物を確認しなが
らの充実した商談を行うことができます。商品の色・形 状・サイズ感など詳細
を納得いくまで検 討することができます。また、現 場に合わせた別注 対応や

・得意先様向けセミナー
・OB客様相談会
・お客様向けイベント

社内研修、勉強会に

お客様に向けて、より良い庭での暮らしをご提案いただくためには、最新の商品
知識や施工技術の習得がとても大切です。設計、施工、デザイナーのプロの皆様
へのセミナーやマイスター 研 修など、各 種 商品 勉 強 会を開 催いたします。また
御社の社内研修やお客様へのイベント会場としてもご活用いただけます。

本社ショールーム

名古屋ショールーム

東北ショールーム

約 600m² / 一部屋外展示あり

約 300m² / 一部屋外展示あり

約 250m² / 一部屋外展示あり

（名古屋支店）
愛知県名古屋市緑区徳重3-2317-1
TEL：052-879-0328

最新のカタログが欲しい。
見込み客を開拓したい。

（東北支店）
宮城県仙台市宮城野区
岩切分台3-13-6
TEL：022-396-2150

横浜ショールーム

情報をタイムリーに入手したい。

約 60m²

研修会やイベントを開きたい。

（横浜営業所）
神奈川県横浜市都筑区
中川1-4-1-3階
TEL：045-914-8067

そんなさまざまなニーズに
全国のショールームで
お応えしています。

新商品・トレンド情報の説明
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・社内研修、勉強会に

見積、積算サービスも行なっております。

和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL：073-482-4128

設計力、提案力をつけたい。

知識や技術を身につけて、より良い庭の暮らしをご提案

Function-2
リアリティのある空間体験

・商品の現物がずらり

確認し、庭づくりを成功に導く

研修会、イベント

九州ショールーム
約 270m² / 一部屋外展示あり
（九州支店）
福岡県筑後市野町367
TEL：0942-52-1812

北陸ショールーム
約 50m² / 一部屋外展示あり
（北陸営業所）
石川県金沢市古府1-84
TEL：076-214-3777

新潟
ショールーム

東北

北陸

ショールーム

ショールーム

広島
ショールーム

北関東
ショールーム

首都圏ショールーム

大阪ショールーム

広島ショールーム

約 350m² / 一部屋外展示あり

約 400m² / 一部屋外展示あり

約 210m² / 一部屋外展示あり

（大阪支店）
大阪府箕面市粟生外院1-14-29
TEL：072-734-8628

（広島支店）
広島県東広島市八本松東3-1-3
TEL：082-497-1020

（首都圏営業所）
埼玉県戸田市新曽1973-1
TEL：048-430-7446

北関東ショールーム
約 50m² / 一部屋外展示あり
（北関東営業所）
群馬県前橋市今井町138-6
TEL：027-280-7220

首都圏
ショールーム

横浜
ショールーム

名古屋

大阪

ショールーム

ショールーム

九州
ショールーム

10

本社
ショールーム

新潟ショールーム
約 800m² / 一部屋外展示あり
（新潟営業所）
新潟県新潟市西区
流通センター 2-2-2
TEL：025-264-4155
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Picnic

Cafe

style

style

▶ P.8

▶ P.10

Relax

style

Wood pprocessing factory
Sewing factory

▶ P.12

ス タイル に 合 わ せ た
お 庭 の 楽しみ方

庭家具

選べる！

さまざまなシーンに応じた ガーデンファニチャーのスタイル 提案

タカショー ホームユース

http://homeuse.takasho.co.jp

Aluminum processing factory

ホームエクステリアカタログ
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門まわり・フェンス・庭まわりでお使いいただける商品をご紹介します
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