
 

 

　

　

　  

 

 

　

 

　

★ONLY Little su:iji★
⼈⼯⼤理⽯
グラニットマットホワイト

落ちついた木のキッチンに
よく似合う、マットな手触り。

衝撃に強くお手入れもしやすいからラクラク使えそう。

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。

2017.3

ウッドワンプラザ広島

※表示価格は全て税別の本体価格です

もうすぐ新年度。忙しいご家庭も多い季節、お家では＜ホッ＞としたいものですね！スイージーは私たちと自然を
暮らしのなかでつなぐ最初の出会いそのもの。まるで森の木立に囲まれて暮らすような、そんな木を感じる暮らしの
物語をスイージーが演出します。実際にスイージーと過ごす毎日はどんなものなのでしょう。

もうあきらめないで！ついに誕生。 “ちっちゃいスイージー”

『小さくても、本物の、無垢の木のキッチン。』お届けします
間口2100mm以下でもスイージーをお選びいただけるようになりました！
コンパクトキッチンながらスイージーと同じ本物の素材やアイテムを
揃えた嬉しい仕様です。セカンドキッチンや狭小間口住宅、賃貸住宅や
シェアハウスなどにぜひご検討ください。

参考セット価格￥675,600
（商品代のみ/税別）

参考セット価格￥435,600
（商品代のみ/税別）

参考セット価格

￥871,200
（商品代のみ/税別）

御入居されたお客様から＜スイージーにしてよかった！＞＜無垢の木のある暮らしはい～ね～＞という、本当にあたたかい
よろこびのお声を頂戴します。こだわりの無垢の木のキッチンと暮らしてよろこんでいただいた声をご紹介させて頂きます。
※掲載した写真はイメージ画像です。

一目惚れ☆
キッチンを中心に間取りを

決めました。自慢のキッチン！
お気に入りだから片付けも

がんばれます！

キッチン周辺の収納やグッズにもこだわり派の方が多いようです！

これしかない！
こだわりたいから旦那さん

を説得しにＳＲに
⾏きました！

◆形状・サイズ

・Ｉ型： W1500, 1650, 1800, 1950, 2100 × D650 

（※W1500～2100の範囲で間口特注可能）

・キッチン高さ：H850, H900 （H800は同価格・特注納期で対応）

ミニキッチンでも
憧れの＜ミーレ食洗機＞

W450がセットでき
ちゃいます！

こだわりのアイテムを揃えて、また
ひとつ新しい無垢の木のキッチンの
ある暮らしをご提案します。カタログを

カタログも
できました！

海外生活から帰国。
スイージーはあの

ミーレ食洗機が選べる！
心が決まりました。

リビングからキッチンや
カップボードが丸⾒え。

スイージーなら
＜キッチンらしくない＞

から素敵！

木の扉を触っていると
思わずニヤニヤしちゃいます。

気持ちいいんだよね〜〜

無垢の木の扉は
年々⾊に変化がでて、

日に日に愛着が増します。
子育てと一緒!(^^)!

片付け・掃除は
苦手な私。木の扉でも全然

汚れないんですね！
楽(^^)

仕事で疲れても、
気分よくキッチンに⽴ちたい。
スイージーは癒しの空間。
“炊事”もがんばれます！

せっかく木のキッチン。
調理グッズにもこだわりたくて、

おしゃれ家電を探しに
⾏きます！お蔭さまで

私もッチンも料理も

セカンドキッチン
にも使いやすいよう

＜コンロなし＞天板も
ご用意しています！

・扉はソフトクローズ機構付。ウォールキャビネットはオープンロック機構付です。

・人気のシンク下オープンキャビネットもお選びいただけます。

・調理キャビネットには、使い勝手が良い様に１段引出しを設けました！

・引出の底板は、もちろんステンレス貼りです。

★ONLY Little su:iji★
グリルレスでおしゃれ
２口タイプのコンロ（ガス・ＩＨ）

アイアンとステンレスが光る
ドロップイン（写真左）は
ステンレス天板にぴったり。
ホワイトトップのガスコンロやＩＨヒーター（写真右）も取り揃えています。

★ONLY Little su:iji★
自由自在なスペースを確保
コンロレスタイプのワークトップ

外食中心で料理しない人や、卓上IH で簡単な料理をする人。
それぞれの暮らしに合わせて、自由な使い方ができます。

ワークトップは ステンレス（バイブレーション仕上げ） 又は人工大理石（グラニットマットホワイト）からお選び下さい。

シンクはステンレスＰシンクになります。

木のキッチンのある生活 いただきました「決めてよかった！」ウレシイ声。

キッチン周辺の収納やグッズにもこだわり派の方が多いようです！
皆さんもスイージーオーナーになって心あたたかな生活を過ごしてみませんか？

ある暮らしをご提案します。カタログを
ご希望の方は、お近くのウッドワンプラザまでどうぞ！

私もッチンも料理も
上々です！

それぞれの暮らしに合わせて、自由な使い方ができます。
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受付

株式会社ウッドワン

ウッドワンプラザ広島 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。

■…休館日

ご見学はお近くのウッドワンプラザへお出かけ下さい。

営業日のご案内

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◆

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/

１月１９日より「ウッドワン 空間デザイン施工例コンテスト2017」の
作品募集を開始致しました。本コンテストでは、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、当社
指定商品を使用した空間作品を募集いたします。

＜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。

◆注目商品◆フリーゾーンのあるGAGGENAU社製 IHクッキングヒーター

シンプルでスタイリッシュなGAGGENAU社からフリーゾーンIH＋2口IHの組合せタイプが登場。
フリーゾーン（フレックスヒーター）は大きなお鍋やオーバル鍋はもちろん、小さなココットを
複数ならべて加熱することも可能です。大から小まで、色々なカタチやサイズのお鍋を使いたい
方にお勧めです！基本となる熱源は４か所あり、「加熱用」「保温用」の使い分けが可能です。
お鍋の置き換え頻度も減らせます。
オシャレなこだわり派からお料理上手な方まで、キッチンLOVEな方にオススメの逸品です。

■ガゲナウ製IH 機種名：CI 262 113 WO 設計価格 ¥390,000（税別）

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＞

コンテストの受付開始しました！ふるってご参加下さい

フリーゾーン

尚、5/3(水)～5/7(日)は

休館とさせて頂きます

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

■連絡先

ウッドワンプラザ広島
ＴＥＬ：0829-32-6877

ＦＡＸ：0829-32-2260

■アクセス

〒７３８－００２３

広島県廿日市市下平良１－１２－１

◆ 再来場キャンペーンのご案内 ◆

その、手元にあるお見積り！見直すチャンスです！

ご持参の上、再来場された方にちょこっと嬉しい特典をご用意しています！

この機会にもう一度来て見て触って無垢の扉の良さを体感してください！

４月１５日（土）、５月13日（土）に再来場キャンペーンを開催致します。
この２日間に無垢キッチンのお見積りを持って来場の上、ご成約いただきましたお客様には、
お好みの商品が選べる「カタログギフト」をプレゼント！
２日間限定のイベントとなりますので、ぜひこの機会にご来場ください！

おうちにスイージーのお見積りが

眠ったままではありませんか？？

好評につき

４月５月も開催！

※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/


