
 

 

　

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

右 OM-007

￥73,100-

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。

2017.10

“読書の秋” 到来です。最近ではブックスペースのあるカフェもひとつのスタイルとなり、建築家が設計
するおしゃれな公立図書館、本屋さんとコーヒーショップやコンビニエンスストアのコラボなど、本の
ある空間が人の集う場所となり、とても素敵に、とても心地よい空間として注目されています。おうち
でもそんなスペースつくってみませんか？

デジタル時代にアナログ空間 本と暮らす。自分らしい住まい。

本離れと言われるけれど、やっぱりお気に入りの本はある。小説、雑誌、料理本、ヨガの指南書などなど、、、
納戸に片付けるアルバムではなく、ふと目にするところに置いて、いつでも取り出して見られる、いつもの生活
の場に＜しまう＞を実現させる＜無垢の木の収納＞でわが家のブックコーナーをつくりませんか？

ウッドワンプラザ新宿

※表示価格は全て税別の本体価格です

デザインしやすい！ ウッドワンの提案する木のトータルコーディネート

棚板奥行

145mm用

棚板奥行

250mm／300mm用

サンカクブラケット

オモイノ＋フツウノのコラボ

オモイノは 棚板厚み30mm 奥行300mm／450mm用

フツウノは厚み18/20mm 奥行D145mm/D250mm/D300mm/D450mm用

棚板２段設置すれば一段本箱が完成。テレビ台の為に設置したオモイノも

ブックエンドがわりに。薄いプレートなので邪魔にならずすっきりスマート。

オモイノ

フツウノ

フツウノ

金具もシンプルなので、小さな

本でも置きやすい。D145mmの

カウンターを窓辺やリビング、

サニタリースペースなどに。

高さが変えられるフツウノは、棚板奥行145mm/250mm/300mm/450mm用 とバリエーションに富ん

でます。棚柱があれば同じ壁面でも奥行の違った棚板の設置が可能に。ダブルの棚柱を使用して巾

を小分けに設置しておけば、部分的に高さを変えることもできます。

ダブルの棚柱を使用すれば、部

分的に高さを変えることも可能に。

ツムハコ 棚板厚み30mm専用

奥行 300mm／450mm用

※間仕切仕様は450mm限定

壁付け仕様と間仕切り仕様で

組み上げ可能な高さがかわる。

存在感ある金物が魅力のひとつ。

無垢の木の収納のいいところ。それは住宅を新築する時、リフォームする時、キッチンと同じ木をコーディネートして空間をつくるこ
とができるから、空間のトータルバランスが調和しやすく、似合うかな？と迷うことなく住まい方・使い方をじっくり検討できます。
忙しい中、家具屋さんを探す時間も省けます。金額も住宅ローンに組み込める造作パーツなので気持ちもちょっと軽やかに。

【KUROMUKU】が人気急上昇だったのもそんなところがポイントに。フレームキッチンだけ、テンツリだけ、テーブルだけではつくれないウッド
ワンのトータルインテリアコーディネートは既製品らしくない、ちょっとオリジナルに見える、自分のこだわりが生かせる、そんな方にピッタリと
のこと（お客様の声）。ウッドワンプラザでは、そんなこだわりの方にご提案をいたします。ぜひ、図面をもってご来場ください！ご予約をお待ち
しております。

ベッドサイドにもちょっとした本

置きスペースがあると毎晩寝る

前に手にしてしまいそう！

高さが自由に変

えられる便利な

棚柱＋フツウノ／

オモイノ

棚柱＋
フツウノ ツムハコで本棚

＆間仕切り

サンカクブ
ラケットで
スペースを

フツウノ

棚板厚み18/20/24/30mmに対応

棚板奥行145ｍｍ用

棚板奥行250/300ｍｍ用

棚板奥行450ｍｍ用

オモイノ 棚板 厚み 30ｍｍ専用

奥行 300mm/450ｍｍ用

FN-009

￥195,900-

OM-004

￥82,800-

FN-006

￥178,,900-

TH-001

￥462,100-

SK-003

￥15,100-

TH-002

￥113,600-

SK-008

￥9,300-

上 SK-005 ＋ 下 OM-003

￥36,300- ￥62,000

ツムハコ

H360 H300 H240 H180  H120

棚板 厚み 30ｍｍ専用

奥行 300mm／450ｍｍ用

木に囲まれた暮らしをしたい！と

思ったら お近くのウッドワンプラザに

Ｌｅｔ'ｓ Ｇｏ！

ご予約お待ち

しております。
無垢ピノアースの床材にキッチンスイージーMP50

＆カップボード ＋ スイージーファニチャーテーブ

ル＆ベンチ・スツール

突板オークの床材にキッチンスイージー

NZ20＆無垢の木の収納棚板 ＋ パー

テーションウォール

突板ハードメープルの床材にキッチンスイー

ジーNZ20＆無垢の木の収納棚板 ＋ スイー

ジーファニチャーテーブル

＜ウッドワンがご提案する木の空間 組合せ例＞

間仕切り仕様

TH-005

￥226,500-



 

 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

　 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

※木のDIYショップはじめました※

10  月 11  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

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
◆ シーズン到来。リフォームでもウッドワンのこだわり無垢商品をどうぞ！
何かとリフォーム需要が増えるこれからの季節。リフォームだからこそ、こだわりパーツを取り入れたい！という方におすすめする
木のこだわり商品をご紹介します。無垢の木の収納以外にも、住まいの中に取り入れたい＜木＞のアイテムをご検討ください。

※表示価格は全て税別の本体価格です

上貼り可能！厚み６㎜の無垢フローリング L-45用 中厚貼り キャラクターセレクション

多世帯同居ならぜひ！ちっちゃいスイージー Ｗ６００でもできる！タイルカウンター洗面

無垢の木の洗面

PLAN WB-006

間口600mm×奥行520mmタイプ

NZ30 スリム枠ミラー（小）

オーバルボウル（琺瑯）

タイルカウンター（ﾐｯｸｽﾌﾞﾙｰ）

SET価格 ￥267,800-

足ざわりが

バツグン！

かわいい無垢の木の洗面。普段見えない洗面所ではなく、玄関・勝

手口や廊下など、ちょっとした手洗い場を追加で設置したら、子供た

ちも手洗いうがいをするかも。泥んこ進入防止にもなります！

ホンモノを

カッコよく！

マンションで直貼り遮音フロアだ

から、、と諦めないで！L-45性

能用にも木の自然なキャラク

ターを活かした床材が新登

場！ピノアースL-45とともにこ

だわり派におすすめです。

￥43,000-/坪

ハードメープル

プラックチェリー

ウォールナット

オーク

オーク ホワイト色

業界初！一般的に薄くするほど反りや曲がりが発生しやすい木

材を柾目に製材することで、リフォームに最適な６mm厚の床材

が実現しました。うづくり加工が施された表面はつい裸足になりた

くなります。既存の床の上から施工できるタイプで施工もスピー

ディーに。￥21,000-/坪から

専用の接着材も販売しています。

ＣＭでもリフォームして同居されるケースをよく見かけますね。大家族で

もプライベートスペースにちょっとした給湯スペースがあったら便利。小

間口キッチンでもおしゃれにしたい！スイージーは間口１５００タイプから

ご用意しています。ちなみにフレームキッチンでも可能ですので、テイスト

に合わせてご検討ください。

間口は Ｉ 型で1500/1650/1800/1950/2100mmをご用意しています。

（参考SET価格）左：NZ20￥435,600- 中：MP50 ￥675,600-

2口コンロは7種類

コンロ無しもオシャレ

ナント！

厚さ6ｍｍの

無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

※ご使用いただく際は注意事項に関する同意が必要になります。

建材の簡単見積に 便利なラクラクWEB見積をご活用下さい。データの共有もできるので安心です！

ウッドワンのホームページ ⇒ ビジネスサイト ⇒ WEB見積 からどうぞ。

ラクラクＷＥＢ見積専用ダイヤルもございます ⇒  TEL：０１２０－３２－８９８０

受付時間/[平日]8:30～17:00 [休日] 土日・祝日・GW ・年末年始・夏季休暇

無垢の木の

収納もプラン

できます！

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
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

◆ウッドワンプラザ【新宿・多摩・横浜・千葉・さいたま 】限定！

御見積キャンペーンを開催致します。

ウッドワンの無垢のキッチンsu:iji（スイージー）をはじめ、

無垢の木の商品をお見積りしてみませんか？

上記期間中に、対象商品の新規御見積依頼頂いたお客様に、

ウッドワンの本社のある広島“瀬戸内からの贈り物”をプレゼント！

ぜひこの機会に、ウッドワンプラザへお立ち寄りください。

皆様のご来場お待ちしております。

詳細はホームページをご確認下さい。

⇒http://www.woodone.co.jp/showroom/news/shinjuku/1940/

休館日：毎週火曜日・水曜日 ※新宿のみ 毎週水曜日


