
 

 

　

　

　  

 

 

　

 

　

無垢の木のキッチン su:iji<スイージー>

ＷＯＯＤＯＮＥＰＬＡＺＡ ｐｒｅｓｓ

日頃より弊社商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。ウッドワンプラザでは、『木で創るここちよい空間』を体感して頂けます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2017.2

ウッドワンプラザ広島

※表示価格は全て税別の本体価格です

節分、立春と、あたたかい春にむけて何かがはじまる予感の季節。食卓にも、ふきのとうや菜の花など、ひとあし先に
春をとりいれたいですね。自然と調理道具の定位置も変化してきます。キッチンも≪衣替え≫をする季節かも。

ずっとｽｲｰｼﾞｰLOVEでいて欲しい。 使って安心！スイージー。

そろそろお鍋や煮込み料理の季節も一段落。棚に置いて毎日使った厚手
の鍋もそろそろ≪たまに使うゾーン≫へ場所替えを、、、、あら、お気
に入りの土鍋も鋳物ホーロー鍋もスキヤキ鍋も、みんな重い。。。キッ
チンにしまって大丈夫？ふとそんな不安になること、ちょっとアルアル
ですね！スイージーはこだわって選んでいただくことが多いため、長く
お付き合い頂く為に、見た目だけでなく、こだわりのモノづくりをして
います。ぜひ知って頂きたいこだわりをご紹介します。

お茶の間に続々登場。 人気ドラマで“スイージー”活躍中！

1月18日から 毎週水曜日22:00から放送中

日本テレビ系全国ネット水曜ドラマ

黒の鉄×無垢の木で形づくるキッチン

フレームキッチンが出演中。

1月12 日から 毎週木曜日21:00から放送中

テレビ朝日系全国ネット木曜ドラマ

無垢の木のキッチンスイージーとデザインウォールが出演中。

1 月1 3 日から 毎週金曜日22:00から放送中

T B S 系全国ネット金曜ドラマ

スケアーブロック（床材）が出演中。

新商品情報。 新しいフードが仲間入りします！ ※2月1日～

人気のARIAFINA社からこの秋新発売された
Ariettaシリーズ＜Giglio[ジリオ]＞

2月1日より、＜スイージー＞と＜フレームキッチン＞
でもお選びいただけるようになりました！なめらかな
フォルムとシャビーな質感がもたらすヴィンテージ感。
使いやすさも魅力的な新モデルです。そんなおしゃれな
フードとの組み合わせで、新しいキッチン空間をつくりませんか。

フレームキッチンとユカオキは、ギタリストの

＜鮫島涼＞の高級マンションに設置されており

シックなデザインと、収納物などの自由なレイア

ウトで、こだわりある空間の演出がされています。

阿部サダヲさんが演じる桜井信一の自宅である集合住宅に設置されており

正方形をベースにした意匠が、床にリズミカルな印象を与えています。

スイージーは、主人公の自宅に設置されており、無垢の

木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の癒される空間を

演出しています。
デザインウォールは、様々な場所で光の陰影を活かした空間演出がされています。

新春よりスタートした各局のドラマで、人気の無垢の木のキッチン＜スイージー＞や＜フレームキッチン＞、光の陰影が美しい＜デザ
インウォール＞など注目の商品が活躍しています。ぜひご家族でご覧いただき、住まいづくりのイメージにあてはめてみてください！

男性にも人気のフレームキッチン

木の表情がやさしい

スイージー／ＮＺ３０

■型式：ＧIＬＬ－９０１

■ｶﾗｰ：ﾃｸｽﾁｬｰﾎﾜｲﾄ/ﾃｸｽﾁｬｰﾌﾞﾗｯｸ

よく使うゾーン

：オープン棚板（無垢の木の収納）

たまに使うゾーン

：キャビネットの上段・中段へ収納

シーズン終了後

：アンダーストッカーやパントリーへ移動

■ウッドワンお勧めのキッチン収納ゾーンの使い分け

そして、一番のPOINT。無垢の木の扉であること。

経験ありませんか？通販の画像につられ購入したお気に入りがすぐに壊れたり剥がれたりしてガっかりしたこと。お気

に入りとはずっと仲良くしてほしい。だから木のキッチンをおススメしています。シート貼りやメラミン貼りはキレイでカラフ

ルですが、木口が剥がれたり、凹みから水が浸みて膨れたり。無垢ならちょっと凹むだけ。経年美化しながら長く一緒に

暮らしていけます。ぜひウッドワンプラザで、無垢の木のキッチンに触れて体感してください。お待ちしております！

上段引き出し 耐荷重：２０kg

中段引き出し 耐荷重：１５kg

下段引き出し 耐荷重：１５kg

シンク下

上段引き出し耐荷重：３０kg

ガッチリしたつくりです。

鉄鍋や鋳物ホーロー鍋は、重さが４ｋｇ前後の物も多いので、せっかく引出が大

きくても数はあまり入れられない事も。スイージーなら普及タイプのローラーレー

ルに比べて重たいものを入れても静かにスムーズに引き出せます！

便利なアンダーストッカー

最近２段引き出しのシステムキッチンが増えてき

ましたが、やっぱり便利な３段目アンダーストッ

カー。Ｈ２０cmあるので500ｍｌ缶やカセットコンロ、

ホットプレートなど便利な収納に使えます。

こだわりの全段ステンレス貼り！

※加熱キャビの小引き出しを除く

重いものを引きずったりしても安心。

液だれしてもすぐに浸み付くことも

ありません。

こんな所も意外と耐えている。

洋食が増え、パーティーが増え、意外とシルバーがたくさん！

というご家庭も。意外と重さがあるモノを入れるところだから気を付けています！

上段耐荷重20kgの安心。

引き出しも開き扉も丈夫なつくり

引き出しも、開き扉も、毎日使うキッチン

だから。約１０年間たっても安心して

使って頂けるよう４万回開閉試験クリア

しています。（JIS規格試験）

シンク下は

普及型に比べて

約３倍！の耐荷

重※当社比較

※ウッドワンプラザでは、現状印刷物でのご案内になります。予めご了承ください。
ウッドワンプラザでご覧いただいた商品がいつ登場するかワクワク！ぜひ、ご家族でお楽しみください！

■ｶﾗｰ：ﾃｸｽﾁｬｰﾎﾜｲﾄ/ﾃｸｽﾁｬｰﾌﾞﾗｯｸ

■本体設計価格 ￥200,000（税別）

■ダクトカバー ￥13,300～（税別）



 

 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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2  月 3  月

受付

株式会社ウッドワン

ウッドワンプラザ広島 のご案内

ウッドワンプラザでは、ご来店頂いた皆様にご満足していただけるお時間とご提案を目指し、
ご予約でのご来場をお願いしております。前営業日までにご連絡ください。
スタッフ一同心よりお待ちしております！

■…休館日

Information ご見学はお近くのウッドワンプラザへお出かけ下さい。

営業日のご案内

ウッドワンから お知らせです

◆空間デザイン施工例コンテスト2017を開催します◆

ご応募お待ちしております！

詳細はコンテスト特設ＷＥＢサイトからどうぞ！ ⇒ http://woodone-contest.com/

１月１９日より「ウッドワン空間デザイン施工例コンテスト2017」の
作品募集を開始致しました。本コンテストでは、審査委員長に建築家の
伊東豊雄氏を迎え、「木のぬくもりを活かした空間」をテーマに、当社
指定商品を使用した空間作品を募集いたします。

＜コンテスト概要＞

■ コンテスト名：「ウッドワン空間デザイン施工例コンテスト2017」

■ テーマ：「木のぬくもりを活かした空間」

■ 応募期間：2017年1月19日～2017年7月31日

■ 募集対象：戸建、マンション、店舗、公共施設等の新築・リフォーム・リノベーション

■ 応募・参加資格：応募作品の設計者、または施工者（工務店・住宅会社）。

ただし応募の際は、建主・設計者の了承を必要とします。

※ウッドワン指定商品が1つ以上使用されていること。

※応募数は無制限です。複数作品の応募希望の方は、1作品毎に登録してください。

※他コンペにて入選されている作品は応募をお控えください。

※いずれの作品も、平成22年7月から平成29年7月までに完成した物件（撮影したもの）に限ります。

◆スイージーセレクトパック カマチタイプ 生産終了のご案内◆

スイージー セレクトパックの「カマチタイプ」が生産終了となります。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。
引き続き、スイージー セレクトパック「トリコタイプ」、
またはスイージーNZ30をご利用ください。

□受注終了日 ： 2017年2月末日

◆パーテーションウォール のカタログが新しくなりました！◆

無垢の木でできたルーバーの合間から、呼吸するように 光と風が通り抜けてゆく。そんな心地よさを
ご提供する＜パーテーションウォール＞のカタログが新しくなりました！
初版のパンフレットに比べて、施工写真を充実させましたので、空間にご提案いただく上でお施主様にも
イメージして頂きやすいカタログにバージョンアップしています。
施工例コンテストの対象商品にもなっていますので、ぜひご提案にご使用ください。
パーテーションウォールのカタログお取り寄せは、お近くのウッドワンプラザまでどうぞ！

無垢の木のキッチンスイージー フレームキッチン デザインウォール 無垢の木の収納

他に、無垢の木の洗面台、パーテーションウォール、デザイン階段Light も対象です。

＜応募指定商品のご紹介＞

コンテストの受付開始しました！ふるってご参加下さい

交通のご案内

最寄交通／

●広電宮島線

廿日市市役所前駅より徒歩１５分

●山陽自動車道

廿日市ＩＣより広島西バイパス

廿日市市街方面へ車で１０分

■連絡先

ウッドワンプラザ広島
ＴＥＬ：0829-32-6877

ＦＡＸ：0829-32-2260

■アクセス

〒７３８－００２３

広島県廿日市市下平良１－１２－１

２月・３月の上記２日間限定で、さらにお得な再来場キャンペーンを開催致します。
この２日間に無垢キッチンのお見積りを持って来場の上、ご成約いただきましたお客様には、
お好みの商品が選べる「カタログギフト」をプレゼント！
２日間限定のイベントとなりますので、ぜひこの機会にご来場ください！

～再来場キャンペーンのご案内～

２月４日（土） ＆ ３月４日（土）

おうちにスイージーのお見積りが眠ったままではありませんか？

ご持参の上、再来場された方に特典をご用意しています！

この機会にもう一度来て見て触って無垢の扉の良さを体感してください！

※木のDIYショップはじめました※

株式会社ウッドワン

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

□受注終了日 ： 2017年2月末日

■出荷終了日 ： 2017年3月末日


