
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。 2016.12

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

※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。

すっかり冬になりました。寒い日にはウールのマフラー、カシミアのコート、藁で編んだ雪ん子靴・・・みんな

天然素材にやさしく包まれていますね。家の中でも木に囲まれた部屋はなんとなくほっこり。なぜでしょう？！

ほっこり あったか。 スイージーのある暮らし

◆◆◆◆◆◆ 木の小物たち。スイージーサイトで販売中です ◆◆◆◆◆◆◆◆

ダイニングキッチンを改めてみ眺めると、何気なくいつも使っている小物にも木のぬくもりあふれていませんか？

スイージーや収納カタログにもたくさん登場しています。スイージーサイトに、そんな小物たちをセレクトして

頂けるオンラインショップが出来ました！ぜひ訪問して、かわいい仲間を見つけてみてください。

POINT１

木の熱伝導率は、なんと鉄の１/500、そしてコンクリートの１/10。

とても熱を伝えにくい性質を持っています。

POINT２

木の色は「黄赤系」で、見た目に「あたたかみ」「なごみ」を感じると言われます。

鉄やアルミより見た目でもあったかいからつい触れたくなるんですね！

こんな所にも木のあたたかさ
人気のフレームキッチンでも、体が触れてしまいやすい

シンク前には木製スリットを付けることができます。

武骨でかっこいい鉄フレームのキッチンも使う人にやさしい

つくりで、‘ほっこり’気分。

スイージーならではの、木製つまみ

や掘り込みＪ型の取っ手はひやっと

しない。冬にはウレシイやさしい手

触りです。

触れると、手のひらにじんわり伝わるあたたかさ。つるつるでもない、ざらざらでもない、

そんなところにホッとする。だから木でつくられたものが好きで、無垢にこだわってしまう。

古くから親しんでこられたものには理由がある。木がくれるやさしさの特性をご紹介します。

もともと熱を伝えにくい木の中に、
さらに熱を伝えにくい構造を持って
いるため、金属のようにヒヤリとせず
ぬくもりのあるやさしい感触を与えて
くれます。

あったかそうで
なんだか

触りたくなる。

見た感じが
ちょっと寒い
感じがする 温もりを感じさせる 木の感触として、木肌に手で触れ

るとリラックスするという「安らぎ効果」も、林野庁

の森林総合研究所が科学的に立証しています。

ぜひ、ウッドワンプラザでリラックスしてください！

ほっこり暮らし。 もっと家の中に木のやさしさを

スイージー以外にも、やさしい手触りの住宅のパーツを取り揃えています。あたたかみのある住宅づくりにご検討ください。

内装ドア
■ピノアース 開きドア

内装ドア
■ピノアースクローゼット

無垢の木の収納
■ハコモノ フラットタイプ

無垢の木の内窓
■MOKUサッシ 引違い

玄関収納
■フラットタイプ

木製レバーのハンドルをライン
ナップしています（J型・Ｘ型）。

フラット扉は縦方向に掘り
込みを施しています。

ルーバーに似合う手かけ形状。
框組タイプは楕円の掘り込みです

無垢の木の収納はハコモノを一新。
NZ20も新登場。

断熱リフォーム用。外に一
番近い窓にも木のぬくもりを。

ここにも。 木のある暮らし 広がります。

造作工事になりがちな、木のカウンターを使ったキッチンや洗面台を発売しました。耐候性に優れた塗装をカウンターに施して、

水まわりでも木の空間を堪能いただけます。専用カタログの御用命はウッドワンプラザまでどうぞ。

■フレームキッチン
黒の鉄×無垢の木（オーク）とステンレス
を組合わせて引き締まった空間をつくります。
カウンター・スリットはオーク材です。

■無垢の木の洗面台
＜オープンタイプ＞カウンターは
4樹種から選んでボウル・水栓と組
み合わせして頂けます。

つい
なでて
しまう

冬の朝、寒い台所、冷たい鍋、冷たい
キッチン・・・そんな経験ありませんか？
ステンレスやホーローに比べて木の扉は
ヒヤっとしません。

触ったときに、金属や
コンクリートのように
ひやっとしないのは木が
手の熱を奪わないから。
熱い味噌汁も木のお椀なら
平気なのは同じ理屈ですね！

【取扱いブランド】

・スイージーファニチャー（ウッドワン）

自然素材の手触りを伝えるシンプルな家具です。

・ARCHITECTMADE（アーキテクトメイド）

デンマークの建築家たちがデザインする木のオブジェたち。

スイージーカタログの表紙を飾るオスカーもこの作品のひとつ。

かわいらしさの奥にある緻密なディテールが心をくすぐります。

・LEGNOMAGIA（レグノマジア）

イタリアのペルージャからきた、

キッチンやテーブル周りのアクセサリー。

ビビットカラーと木の組み合わせがたまりません。

だから木は
『あちッ』や

『ヒヤっ』が
少ないん
ですね！

また、木には蛍光灯や太陽光に含まれる紫外線を吸収してくれる働きも。室内に

木を使っていると目が疲れにく、よりやさしい空間になります。 スイージー オンラインショップ 検索

木は中にたくさんの孔が あり

空気をたくさん封じ込めています。



【ウッドワンのお勧めするエコリフォーム＆バリアフリー改修商品のご紹介】
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※木のDIYショップはじめました※

12 月 1 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

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

若者の住宅費負担を軽減し、良質な既存住宅の市場流通を促進する、住宅ストック循環支援事業が始まりました。

耐震・省エネ性能を向上した住宅への建て替えやリフォームを国が費用の一部を負担する事業です。

条件を満たしていれば、断熱リフォームやバリアフリー改修などで、その費用の

一部を補助金として受け取ることができます。住宅のエコリフォームの場合、

１戸当たり最大３０万※耐震改修工事を行う場合最大４５万です！この機会に

ぜひ住宅の性能をアップさせ、一緒にバリアフリー改修を行うことで、より住み

やすい住宅へのステップアップをお勧めします。

■ 対象工事期間 ： 平成28年11月1日 ～ 平成29年12月31日（予定）
■ 工事完了 ： 遅くとも平成29年12月31日（予定）
■補助金交付申請期間 ： 平成29年1月18日（予定） ～ 遅くとも平成29年6月30日（予定）

※申請には工事着手前に“事業者登録”が必要です

申請・予算などの状況に応じて内容が一部変更になる事があります。

詳しくは、 国土交通省のホームページをご覧ください。 ⇒ https://stock-jutaku.jp/

◆住宅ストック循環支援事業がスタートしました◆

※表示価格は全て税別の本体価格です

12/27～1/4は冬期休暇のため休館とさせて頂きます。

※弊社商品に関する情報についてはホームページにてご覧ください ⇒ http://www.woodone.co.jp/

■ウッドワンプラザ新宿 営業日のご案内

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。

＜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:03-5322-6540／FAX:03-5322-6541

営業時間 10：30～19：00

■…休館日

期間中ウッドワンプラザにご来場いただき指定の機種を含むお見積りをご依頼いただくか、
指定の機器を含むお見積書をもってウッドワンプラザに初回ご来場いただいた方に
うれしい”グッズ”をプレゼントさせて頂きます。

●対象アイテム
Ⅰお手入れ簡単！フード（フィルターレス＆オイルスマッシャーフード）
Ⅱ憧れ！フロントオープン食洗機。ミーレ社製

●対象商品 無垢の木のキッチンスイージー・フレームキッチン
※セレクトパックの商品は対象外とさせて頂きます

●開催日 12月20日（火）まで 水曜は休館となります

イベント情報 ※ご予約の詳細はHPにてご覧ください→http://www.suiji.jp/event/

■

ウッドワンが育てているニュージーパイン®のまつぼっくりを使ったワークショップを開催いたします。

●開催日時 12月18日（日） 14:00～15：00
●参加費 無料 ●定員 ５組 ※ご予約は定員に届き次第〆切とさせていただきます。


