
 

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。

一年の始まりを迎えました。初詣に行くと心新たに襟を正す気分になりますね。木のある暮らしでも、素材の美しさが際
立つ空間は、『凛』とした感じがします。今回は、特に直線の美しい＜ニュージーパインⓇ＞がつくる楚々とした美しい
空間をご紹介します。お気に入りのシーンがあれば、ぜひ住まいづくりにご検討ください。

やっぱり柾目は美しい すくすく育った姿そのままに木を使う。

2018年もウッドワンを

よろしくお願い致します

ピノアースの美しさ。それは、見た目で木がのびのび育った様子が見て取れるからではないでしょうか。贅沢な<柾目>という木取りをす

他の樹種とはなぜちがう？ ＜柾目＞という木取りとは

丸太を加工する際に、鋸（のこ）をどう挽くかによって、木肌に現れる木目の模様は異なってきます。木目
がほぼ平行に並んでいるのが「柾目」で、反りにくく狂いが少ないという木の性質も持ちあわせています。

※ニュージーパインⓇはウッドワンがニュージーランドで計画的に

植林、育林したラジアータパインの登録商標です

板目取り

 

　

　

　  

ウッドワンで無垢と言えば＜ピノアース＞。
伸びやかな木目模様と柔和な表情が印象的で

特に無節の一本物は高級品材として珍重されています。
床材は、一面貼りあがると＜すっ＞としたデザインに。柾目の
縦ラインでありながら、天然木ならではのゆらぎある木目は、

なんともいえない癒しの空間をつくってくれます。

無垢フローリング ＜ピノアース ＞を配した風景

柾目ならではの貼り上がりと、うづくりならではのさわり心地がたまらない。

■サイズ：910㎜×91㎜×12㎜ ¥28,600／束［入数：40枚≒3.31㎡入り］から。

■サイズ：1818㎜×120㎜×12㎜ ¥34,900／束［入数：16枚≒3.49㎡入り］も人気。

ピノアースの美しさ。それは、見た目で木がのびのび育った様子が見て取れるからではないでしょうか。贅沢な<柾目>という木取りをす
ることで、縦ストライプの伸びやかな姿を目にすることができます。そんな表情が大いに味わえる商品をご紹介します。

床材

木の中心を通るように鋸（のこ）を挽いたものが柾目。

均一でまっすぐな木目のラインが楽しめます。

一般的に建具で使用する無垢材には、力強く雄々しい「板目取
り」のものより、端正で落ち着いた表情が楽しめる「柾目取り」
のものが好まれる傾向にあります。ウッドワンが建具の竪框や床
材でお届けするのは、この柾目取りを施した無垢一本物です。木

↑デザイン光る無垢ピノアースドアS-VT

年輪に対して垂直に鋸（のこ）を挽くと板目が現れ

ます。

波形や竹の子のようにも見える模様は表情豊か 柾目取り

オーク、メープル、

ウォールナットなど

ニュージー

パインⓇ

 

 

　

　

＜鎧天井＞を配した風景

ＬＤＫが家の中心だから スイージーの仲間が木で彩る

スイージーの仲間たちは、無垢の木でつくった住まいのパーツです。とくにニュージーパインⓇを
羽目板＜ピノアース＞を配した風景

伸びやかな空間には柾目の縦ラインがさらに効果的。ウッドワンの森で育ったニュージーパインⓇだから自信を持ってお届
けする長さ2730mmの無垢一本物は、深い色合い、輝きと照りと艶でまさに1本の樹そのものといった存在感があります。

壁材

天井材

材でお届けするのは、この柾目取りを施した無垢一本物です。木
目の美しさにこだわり、節のないニュージーパイン®の育林にも
私たちは取り組んでいます。

木目がはっきり出るニュー

ジーパインⓇのキッチン。

フラット扉(NZ20)は掘り込み

取っ手で、ファニチャーキッ

チンとしての人気が高い。

↑柾目の無垢一枚もの。鎧天井・羽目板の長さ2730mmは迫力。

デザインウォールは縦継ぎのない一本芯集成材を使用。

寸法安定性のいい柾目を活かした

商品。左：パーテーションウォール

上：無垢の木の内窓MOKUサッシ

　

 

　

＜鎧天井＞を配した風景

日本古来の貼り方を活かしたデザインは、長さ2730ｍｍの無垢材を使用する

ことでより贅沢な空間に。天井だけでなく、縦方向に壁に使用しても陰影があ

る豊かな表情を描きます。

■サイズ：2730㎜×110㎜×12㎜ ¥57,600／束［入数：10枚≒3㎡入り］

使った商品は全て＜柾目＞を用いて作られていますので、一空間にたくさん使用しても圧迫感を感
じることなく、木のさりげない優しさが心地よい空間をつくり出します。

無垢＜デザインウォール＞を配した風景

空間に動きを見せたい場合は、バリエーション豊かなデザインウォール。突板でなく無垢材ならではの彫り

の深さ、木目だけでない美しさが際立ちます。多彩なデザインは、左から 筋（すじ）波（なみ）菱（ひし）刻（き

ざみ）瓦（かわら）鼓（つづみ）竹（たけ）羽（はね）漣（さざなみ）。 他に2017秋かｔら 粋（いき）も登場。

羽目板＜ピノアース＞を配した風景

素直に柾目の良さを生かした羽目板です。壁に貼ればそこに木が立って

いるような、天井に使えば木が見守ってくれているような、突板にはない

味わい深さが人気です。

■サイズ：2730㎜×100㎜×8㎜ ¥49,700／束［入数：10枚≒2.73㎡入り］

■サイズ：1818㎜×100㎜×8㎜ ¥46,300／束［入数：16枚≒2.91㎡入り］

刻（きざみ）

壁付キッチン＜スイージー＞実は半

分がキッチン＋収納の組み合わせ

になっています。壁一面に使われて

POPなイスや北欧インテリアをあわせてカジュアル

な空間に見えるキッチン。実は奥にあるテーブル

もスイージーと同じ樹種展開しているファニチャー

床にピノアースを使用した

大空間のＬＤＫだから全体

がのびやかに見えます。

家族みんながＬＤＫスペースに

集う時代。大空間だからニッチ

スペースに便利空間をつくりだ

デザインウォール ： 竹（たけ） ■2727㎜×右76㎜・左76㎜×11.5㎜

無塗装 ¥18,700 ［入数：左右各1］ 塗装 ¥23,200 ［入数：左右各1］

羽（はね） も柾目のフラット扉が威圧感なく、

ちょっと大人なやさしい空間に。

です。テーブルは長さ２ｍと１．６ｍの２種類。 メープルのキッチン・テー

ブル・ベンチをあわせても

エレガント。

す『無垢の木の収納』は、機能

性を持った木のツールです。

※表示価格は全て税別の本体価格です



ウッドワンプラザ広島のご案内

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

◆ 最新情報はデジタルカタログやウェブサイトでご覧ください。

２月上旬より建材の一部商品について2017年度仕様を変更いたします。最新情報についてはデジタルカタログが便利です。（仕様変更
カタログは公開済み。新カタログについては１月中旬公開予定です。）今回はソフトアートの枠材を一部の商品を除き受注3日で工場出
荷を始めるほか、階段部材の一部サイズが変更になるなど、ますます現場の効率アップにつながるリニューアルとなっております。
デジタルカタログは【ウッドワンウェブサイト】 ⇒ http://www.woodone.co.jp/ ⇒ 『カタログをみる』 よりご覧ください

①

①

②

1月２７日（土）、再来場キャンペーン開催！！

月に一度開催している”再来場キャンペーン”２０１８年も引き続き開催致します。

ぜひこの機会にお手持ちの御見積り書ご持参の上、プラザ広島へご来場下さい。スタッフ一同お待ちしております。

※ご予約の際に、キャンペーンの旨お伝えください

 

 

②

①『デジタルカタログ』はこちらからご覧ください。最新カタログから過去カタログまで掲載しています。

品番や品名で検索できるほか、カタログ画像を切り抜いてご利用いただけます。

②ビジネスサイトにアクセス頂くと、WEB見積やシュミレーションツールをご利用いただけます。また、

施工資料や建材のCADデータ、「F☆☆☆☆」の認定書などのダウンロードも可能です。

■□ ご来場特典プレゼント □■

「無垢キッチン」をお見積り中で、期間中にお見積り持参の上、ご来場頂きましたお客様には、

ご来場特典のクオカード（５００円相当）をプレゼント！

ぜひこの機会に、プラザ広島にお越し頂き、木のぬくもりをご体感下さい！

本年もウッドワンプラザ広島をよろしくお願い致します。

　

 

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◆ 収納をご検討されるなら ぜひネットで＜ラクラクWEB見積＞をご活用ください

新築やリフォームを検討する時、気になる収納。実は、実際に住み始めてからの方が
使い勝手がわかり、自分なりに使いやすい形に変えたくなる部分です。『可変性』と
いうキーワードでウッドワンがご提案するのが、システム収納＜エラボ＞。発売以来
人気が高く、さらに使いやすさを考えパーツのバージョンアップをして参りました。
「自分なりに」使いやすい形を考えるには、まずカタログに掲載している様々なセッ
トプランを参考にしながら自分のしまいたい物、使い方をイメージしてみてください。
そうすればここにはこれを置こう！これを置くにはこのサイズが必要！など、具体的
なプランが浮かんでくるはず。イメージができたら、ぜひマイプランを絵に描いてみ
ましょう！お施主様でも、プロの方でも、簡単に思い描いたプランを作図して部材の
見積もできる＜ラクラクWEB見積＞は、予算組みもしやすい便利なツールです。

施工資料や建材のCADデータ、「F☆☆☆☆」の認定書などのダウンロードも可能です。

■連絡先

ウッドワンプラザ広島
ＴＥＬ：050-9000-3321

ＦＡＸ：0829-32-2260

■アクセス

〒７３８－００２３

広島県廿日市市下平良１－１２－１

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

1  月 2  月

■…休館日

見積もできる＜ラクラクWEB見積＞は、予算組みもしやすい便利なツールです。
ウッドワンのウェブサイトからどなたでもアクセス頂けますので、ぜひイメージを
具体的につくってみてください！
ラクラクWEB見積はこちらから

⇒ http://woodone.co.jp

エラボは金額を見ながらプランを作成し

ていくことが出来ます。

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

※ゆめタウン廿日市のすぐそばです！

広島県廿日市市下平良１－１２－１

営業時間 10：00～17：00

株式会社ウッドワン

ウェブサイト http://www.woodone.co.jp/

スイージーはこちらから

ウェブサイト http://www.suiji.jp/


