
 

 

　

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

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。

2017.6

6月の3週目は＜父の日＞ですね。最近キッチンを選ばれるとき、奥様だけでなく、より積極的に旦那さんが中心に
打合せされるご家族が増えています。きっとステキな “ 料理男子 ” なんですね！
今月は無垢の木のキッチンの中でも、男性に人気なスタイルやアイテムをご紹介します。

こだわり男性に人気 無垢の木のキッチン扉。人気はこのデザイン。無垢の木のキッチン扉。人気はこのデザイン。無垢の木のキッチン扉。人気はこのデザイン。無垢の木のキッチン扉。人気はこのデザイン。

扉が＜無垢の木＞であること、それがウッドワンプラザにご来場される一番のきっかけです。
キッチンをインテリアから考える時代になりました。特に男性に人気なのが、本物を使って
かつ「すっきり」「しぶい」そんなカッコいいキッチンです。

より本物をご提案したい こだわりマテリアル＜フィオレストーン＞ワークトップこだわりマテリアル＜フィオレストーン＞ワークトップこだわりマテリアル＜フィオレストーン＞ワークトップこだわりマテリアル＜フィオレストーン＞ワークトップ

ウッドワンプラザ新宿ウッドワンプラザ新宿ウッドワンプラザ新宿ウッドワンプラザ新宿

約９０％以上が天然の水晶成分で、美しい自然な石の表情になる＜フィオレストーン＞。
人大に比べて触り心地も見た目も重厚感があり、素材にこだわる男性に人気です。ピザや
うどんなど、手作りにこだわる料理男子なら、きっと心惹かれる一品。組合せできるシン
クもこだわりのあるものを取り揃えています。

こだわりのデザイン コラボさせるならこのアイテム。コラボさせるならこのアイテム。コラボさせるならこのアイテム。コラボさせるならこのアイテム。

★オークOK50

硬くて強いその性質から“森の王様”

と呼ばれます。選んだお施主様から

も『家具になるまで100年かかるとい

われるオークを自分も大事に使いた

い。』と言われるほど、その力強さに

は根強いファンが。

ビンテージ風にはどっしり感ある木を

★ウォールナットWN80

選ばれたお施主様から「住み続けていくう

ちに味が出てくる家にしたい」といわしめた、

その重厚感ある美しさは、ヨーロッパの家

具材を代表する４大銘木の一つです。

角ばった取っ手がシャープさを引き立たせる

左：ブラック艶消しB型 右：ヘアラインＭ型

エナメル光る仕上がり。レトロ感漂う アメリカ：KOHLER®(コーラー)社製

鋳物ホーローシンク

★Ｂシンク

大正・昭和のセメントシンクを連想させる

プロンタイプはシンクの原型。アメリカで

はオーソドックスなスタイルです。

★Ｌシンク

ワークトップにかぶせるオーバーカウ

ンタータイプ。最近ＣＭやドラマでも見

シャープな四角形

ステンレススクエアマルチシンク

３段で使えるマルチシンクは、下ごしらえにも湯切りにも洗い

物にも使えます。散らかし放題で料理しても大丈夫！

RF

RERC

RD

RG

高純度の水晶を固めたフィオ

レストーンは天然石よりも汚れ

がしみ込みにくく、清潔に保て

ます。表面硬度や耐摩耗性は

天然石を大きく上回る性能が

あります。

バルやカフェにいる気分に。

樹木をイメージしてデザインされた水

栓金具＜SUTTO＞(株)三栄水栓

一般仕様￥68,000

後片付けが苦手な料理男子に必須アイテムが食洗機。

ミーレ社製W600は、鍋も入れられる深型のフロントオープ

ンタイプ。食器も12～14人分いっぺんに収納できます。

ステンレス扉￥395,000

加熱機器はグリルレス、

フリーゾーンの時代に。

ドイツ製ガゲナウ社IHヒーターは

半分がフリーゾーンになっているから、

イレギュラーな形の鍋でも調理可能に。

調理が広がります。￥390,000

その四角いフォルムはその名も＜CUBO＞

アリアフィーナ社の中でも最もシンプルで美しい

キュービックフードです。フィルターレス仕様なので

お手入れもラクラク。フード掃除は旦那さん担当！

というご家庭ではより喜んでいただけます。

壁付け￥288,000

センター￥348,800

KODAWARI

★究極はやっぱり KUROMUKUスタイル

フレームキッチン

昨年ご提案したKUROMUKUスタイル。木とステンレスと黒い鉄フレームの融合は男性にダントツ人気。

ポイントは見せる収納スタイルがこだわり男性にはたまらないようです。

働き方改革の影響？！旦那さんがが料理してくれたり、最近手伝ってくれるのも、

キッチンが身近なものになったからかな。。。うれしい進化ですね。

※表示価格は全て税別の本体価格です

Thanks Father !

いつも心で感謝。お家づくり

のときはやっぱりパパさん

を中心にみんなの希望をか

なえましょう！

ハイパワー火力の

ガスコンロ プラスドゥ

ダッチオーブンもさること

ながら、鋳物のゴトクで

見た目も使い勝手も厨

房風に。

￥238,000
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※木のDIYショップはじめました※

6  月 7  月

株式会社ウッドワン

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

ウッドワンプラザ新宿のご案内

■…休館日

InformationInformationInformationInformation ご見学はお近くのご見学はお近くのご見学はお近くのご見学はお近くのウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。

ウッドワンからウッドワンからウッドワンからウッドワンから お知らせですお知らせですお知らせですお知らせです

◆空間デザイン施工例コンテスト空間デザイン施工例コンテスト空間デザイン施工例コンテスト空間デザイン施工例コンテスト2017201720172017 作品募集中です作品募集中です作品募集中です作品募集中です◆

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/

「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＞

■ 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。

◆お知らせ◆ 商環境用内装建材のサイトを公開しています。商環境用内装建材のサイトを公開しています。商環境用内装建材のサイトを公開しています。商環境用内装建材のサイトを公開しています。

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＞

ウッドワンでは、店舗工事をされる方向けに
ウッドワンがオススメする商材をご紹介するサ
イトを公開しています。最近お家を一部店舗に
改装される方や、街中のステキな店舗に習った

内装デザインを希望される方も増えています。
施工現場の写真も掲載しておりますので、参考
にご覧いただき、個性ある空間づくりにお役立
て下さい。
※商環境用サイトはこちらから ⇒⇒⇒⇒

http://www.woodone.co.jp/facility/

サイトに掲載している商品のうち、デザインウォール・パーテーションウォールは施工例コンテストの応募対象

商品です。ご使用いただいた現場の写真でぜひご応募下さい！お待ちしております。

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ご予約でのご来場をご予約でのご来場をご予約でのご来場を
お願いしております。お願いしております。お願いしております。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

＜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

〒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

イベント情報 ※※※※イベントイベントイベントイベントの詳細はの詳細はの詳細はの詳細はHPにてご覧くださいにてご覧くださいにてご覧くださいにてご覧ください→http://www.suiji.jp/event/

『スイージースイージースイージースイージー ＆＆＆＆ フレームキッチンフレームキッチンフレームキッチンフレームキッチン with GIGLIO 御見積キャンペーン』を開催しております

アリアフィーナ社よりレンジフード＜GIGLIO＞が新発売。発売を記念して、スイージーとフレームキッチンにジリオを組み合

わせたプランで新規見積依頼されたお客様に、プレゼントをご用意しております。※プラザ先着10名様

『【平日限定平日限定平日限定平日限定】】】】ウッドワンプラザ新宿ご来場キャンペーンウッドワンプラザ新宿ご来場キャンペーンウッドワンプラザ新宿ご来場キャンペーンウッドワンプラザ新宿ご来場キャンペーン』』』』 を開催致します

開催日 ： 2017年年年年 6月月月月12日日日日（（（（月月月月）））） ～～～～ 6月月月月30日（日（日（日（金金金金）））） までのまでのまでのまでの 平日限定平日限定平日限定平日限定

対象者 ： スイージー・フレームキッチンの御見積書をお持ち頂いた方

無垢の木のキッチンスイージーの御見積が、お家でねむっていませんか？

期間中、御見積をお持ち頂いたお客様には粗品をプレゼント♪この機会にぜひ、ウッドワンプラザ新宿にご来場ください。


