
 

無垢の木のキッチン su:iji<スイージー>
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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。

2017.5

新緑萌える初夏。なんだか外に出たくなりますね。アウトドアの達人いわく、キャンプのベストシーズンは、秋と
5月から梅雨までの初夏 なんだとか。最近よく聞くグランピング。行きたい！でも忙しい・・・という方も多いはず。
無垢の木のキッチン“スイージー“のある生活でおうちグランピング気分を愉しみませんか。

新ＣＭ「スイージー 気になったら、木にしましょ。」篇 はじまりました！

ウッドワンプラザ新宿

株式会社ウッドワンの無垢の木のキッチン「スイージー」を訴求する新ＣＭが完成しました。
『気になったら、木にしましょ。』というキャッチコピーで、ニュージーランドのウッドワンの

 

　

　

　  

憧れのグラマラスなキャンプ. 木に囲まれて おうちでグランピング気分

木に囲まれたコテージのようなゆったりリビングで、おうちグランピング気分を楽しみませんか？お役立ちアイテムをご紹介します。

『気になったら、木にしましょ。』というキャッチコピーで、ニュージーランドのウッドワンの
森からお届けする、やわらかさや癒しといった無垢の木のイメージを、耳に残るフレーズの曲で
訴求しています。最後にはニュージーランドの国鳥のキーウィも登場し、多くの方に口ずさんで
頂けるような、ちょっと気になるＣＭとしました。
全国ネットでは、毎週日曜 ABC・テレビ朝日系全国ネット19：58～20：54で放送中の
“人生で大事なことは○○から学んだ”に協賛しています。ぜひ、ご覧下さい。
WOODONE HOUSE 中に入ると・・・ キッチンには楽しい＜炊事＞の仲間が・・・ あたたかい木のぬくもりあるキッチンでsing sing♪

“キーウィ”は

解放感すがすがしい木製のデザイン階段Ｌightオイル仕上げが人気のソリッドフロア

NEW

ナチュラルトーン

が新登場

人気です

 

 

　

平成29年4月23日（日）21：00（初回15分拡大）から放送が始まった

フジテレビ系全国ネット「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」に無垢の木のキッチン「スイージー」が登場します

こんなところにキーウィが！

“キーウィ”は
ＮＺキッチンのふるさと
ニュージーランドの国鳥です。

無垢の木のキッチンスイージーのテーマで
ある＜木＞＆＜楽しい炊事＞を表現した
ほっこり世界をお楽しみください。

この春開放感のある室間を演出するデザイン階段Lightのささら桁にナチュラル色が

新登場。ナチュラル色で統一された空間コーディネートが可能になりました。

無垢の木のキッチンスイージーとコーディネートできるニュージーパインⓇ、

オーク、メープル、ウォールナットの4樹種は特に人気です。

入り口を彩る無垢ピノアースのドア。

羽目板やデザインウォール、パーテーションウォール

様々なイメージづくりに木の壁材をお役立て下さい。

壁も木で囲まれてみませんか？

オーダーペイントドアのバリエーションが7色になりました。扉にメリハリある目地もこの商品ならでは。

自分らしい空間づくりにアクセントとしてどうぞ！

RENEW

 

　

平成29年4月23日（日）21：00（初回15分拡大）から放送が始まった
フジテレビ系日曜ドラマ「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」に
弊社の無垢の木のキッチン「スイージー」を美術協力いたしました。
スイージーは、主演の観月さん演じる「標本士」九条櫻子の自宅に設置

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。
みなさんも櫻子さんちとおなじ素敵な木のキッチンをマイホームでも
使ってみませんか？ウッドワンプラザでお待ちしています。

＜ドラマ概要＞

番組名 ：日曜ドラマ『櫻子さんの足下には死体が埋まっている』

放送日 ：平成29年4月23日（日）より、毎週日曜日21:00から放送中

内 容 ：原作は、2012年に小説投稿サイト「エブリスタ」で掲載された

同名Web小説で、観月ありささん「26年連続30回目」の連ドラ

グランピング気分ならちょっとワイルドな食事だけど準備や片付けは
簡単に。料理は便利機能に任せた手間いらずmealにしてゆったりと。

ダッチオーブンはかかせない。

■＋ｄｏ（プラスドゥ）ハーマン

品番 HDGH017-7（A/L）N-SS

設計価格 ￥238,000-

●手軽！ダッチオーブンに入れ

るだけで本格オーブン料理。●

■DELICIA GRILLER リンナイ

品番 HDGR041-7（A/L）N-S9

設計価格 ￥345,000-

●軽量化されたココットダッチ

オーブンで本格的なグリル料理

食後のお片付けは
食洗機にお任せ！ 同名Web小説で、観月ありささん「26年連続30回目」の連ドラ

主演となるメモリアル作品です。

番組ＨＰ：●http://www.fujitv.co.jp/sakurakosan/
スイージー：NZ30扉 ミディアムブラウン Ｌ型キッチン

ワークトップ：人大フォルテクレール

るだけで本格オーブン料理。●

素早く豪快に！家庭用コンロ最

大級の強火で、スピーディーに

調理できます。

（※ガス種13Aのみ）

オーブンで本格的なグリル料理

が気軽に楽しめます。●クッキ

ングプレートでトーストも連続で

自動簡単調理が可能に。朝ご

飯も簡単に準備・お片付け！

食洗機にお任せ！
木とともにゆったりした
時間をお過ごしください。

※表示価格は全て税別の本体価格です



ウッドワンプラザ新宿のご案内

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。

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 作品募集中です◆

「ウッドワン 空間デザイン施工例コンテスト2017」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
作品を募集しております。応募締切は2017年7月31日です。
※下記ご参照頂き、当社指定商品を使用した空間作品をお寄せください。

＜コンテスト概要＞

●○●イベント情報○●○

を開催致します！

ウッドワンのキッチンやダイニングテーブル等に使われているニュージーパインⓇを使って

 

 

＜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。

ウッドワンプラザ新宿では、展示キッチンを一部特別価格にて販売しています。

是非ショールームにて現物をご確認下さい！

●開催日 ： 2017年5月27日（土） 28日(日) 14：00～15：00
＜終了時間目安1時間＞

○参加費 ： 500円
●持ち物 ： 汚れても良い服装でお越しください

＜スタンプやインクを使用します。＞
○参加方法：事前予約制（定員5組）

※応募者多数の場合は先着順となります。あらかじめご了承ください。

＊詳細はホームページをご確認下さい⇒http://www.woodone.co.jp/showroom/shinjuku/

Ⓡ
オリジナルのピンボードを作るワークショップです。
優しい手触りの無垢の木に触れながら、楽しく作ってみませんか？

　

 

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。

営業日のご案内

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/

◆建材カタログがリニューアル◆ カタログが新しくなりました。

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＞

〒163-1006
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー6Ｆ
（新宿パークタワー ＯＺＯＮＥ内）
TEL:050-9000-3406／FAX:03-5322-6541

営業時間 10：30〜19：00

是非ショールームにて現物をご確認下さい！

（※施工店様経由でのご購入となります。）

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

　 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

5  月 6  月

建材のカタログが新しくなりました。
新カタログでは、一部商品の品番・仕様・設計価格等を見直しさせて
頂きます。詳しくは改訂いたしました新カタログにてご確認ください。
尚、変更後の商品は、2017年6月5日より出荷開始を予定しております。

ご不明な点は担当営業所までお問い合わせください。
※便利なデジタルカタログはこちらから ⇒ http://www.woodone.co.jp/

※尚、ソフトアートシリーズは木質感、
手触りがよりリアルに木目を再現した
仕様になりました。サンプルも新しく
なりました。詳しくはお近くの営業所

＜新宿駅からバスのご案内＞

OZONE無料シャトルバス

新宿西口「エルタワー」

1階三菱東京UFJ銀行前から約10～15分間隔で運行。

新宿WEバス（¥100）

新宿駅西口（京王百貨店前のりば21番）から新宿WEバス」

「パークハイアット東京前」下車

■…休館日

※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/

までお問い合わせください。


