
 

 

　

　

　  

 

 

　

 

　

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。

2017.4

ウッドワンプラザ新宿

あらたな気分で迎える４月。何か新しいことにチャレンジ！ちょっと前向き前進な気持ちになりますね。
皆さんの感じる春はどんな色でしょう。毎日使う食器やランチョンマット、タオルなど身近なものから、なんとなく春
らしく、暮らしをアレンジしてみませんか？

Spring has come. 春色 スイージー コレクション

＜無垢の木の収納＞発売以来、ウッドワンでは使うものを使う場所に置く。という視点で収納をご提案しています。
そんな仕舞い方が『ゾーン収納』。お片づけを楽しい家族の行事にしてみませんか。この４月から幼稚園に入ったお
ねえちゃんおにいちゃん、仕事環境がかわったパパママ、ちょっと家にいる時間が多めになったおじいちゃんおばあ
ちゃん。家族一人ひとりがちょっとした時間で片付けしてくれると、なんとなくお家の中はキープできるものです。
ぜひご家族で試してみてください。

インテリアを考えるとき、カラーはとても大事。最近テーマカラーでのショウウィンドウやインテリア特集などを見かけ
ました。色にこだわるって楽しいですね。春といえばピンクかな(^^)。ＰＩＮＫ！お花は綺麗だけどピンクテーマのイン
テリアってちょっと勇気がいる。。と思う方もいらっしゃいますが、なんとなくピンクっぽいアイテム、ピンクが似合う
空間など、イメージカラーとして考えると穏やかな空間ができるかも。
今回は春色に似合うスイージー、そんなテーマでご紹介します。

忙しい毎日だから・・ 使うものは「ゾーン収納」に仕舞う。試してみませんか。

パパの宝物 Don't Touch！

パパの寛ぎゾーンにあるもの・・

それはコーヒーセット！
気兼ねなく自分でドリップ。。バリスタ気分で上々です(^^)。

誰にも触れられないよう棚の上に置いて
眺めています☆

新聞や読書は陽だまりで・・・

おじいちゃんのメガネや携帯電話は
窓辺のカウンターを置き場所に決定！
忘れる心配もないよ(^^)ぼくの大事 zone

ママは毎日のお買いもの
だって楽しい。

ママのお買いものグッズは、リビングに
かけて置きます。他の家族が買い物に行って
くれる時も持ち物がわかりやすいですね

パーキング編

球児編
サッカーも野球も大好き。
大小のボールがごろごろ～

置き場を決めたら自分でシュート！
玄関で靴もボールもお片付け。

☆棚板1枚で空間が広がる
空間の有効利⽤☆

春色スイージーの扉デザインはこれ！

人大のワークトップやシンクにも春色セレクト。

フォルテフレイクTF

グラニット

シャインベージュGSB

グラニット3B

さらに・・・

フォルテではピンクシンクが

お選びいただけます。形は

角ばっているので甘すぎな

い仕上がりに。

❀おはな❀の取っ手が似合います。

木肌が白っぽく、薄い赤褐色な木目のメープ

ル。独特な木肌と微妙な色合いが美しい銘木

で、クリア塗装仕上げでその色合いがずっと楽

しめます。

やさしい木目の
MP50

美しいフォルムNZ60
アイボリー＆ホワイト

Maple

New
zea
Pine

アーチ形のやさしいフォルム。無垢の

扉が経年美化で色の濃さが増し、アイボリーや

ホワイトとあいまって上品な淡いピンク系になって

いきます。うれしいですね！

見た目もやわらかい印象の人工大理石。

スイージーの１１デザインの人大ワークトップの中にもちょっと

かわいいピンクベージュのような色合いが３つあります。画像

ではお伝えにくいので、ぜひウッドワンプラザでサンプルをみて

お楽しみください！

上から 瀬戸物（もも）

瀬戸物白磁器つまみＨ型：NZ用

フランス伝統のリモージュ焼1303

もも！

ピンク

シンク！

上からオーストリア伝統のスワロフスキー

フランス伝統のリモージュ焼1302

ヨーロッパアンティーク（花柄）

おはな

片付けはディナーの前に。
リビングの中に駐車場が出現！
ミニカーはバックで車庫入れです。

今回は春色のイメージにこだわってスイージーをご紹介
しました。毎日の生活でもぜひ春を楽しんでくださいね！

春の役割分担、家族で
楽しく収納しましょう！スイージーには取っ手セレクションはじめ他にもかわいいつまみが

揃っています。ウッドワンプラザでぜひご覧ください！
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イベント情報 ※イベントの詳細はHPにてご覧ください→http://www.suiji.jp/event/

ウッドワンプラザ新宿のご案内

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

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。

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/

「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。

◆天然木の風合い、手触り、さらにリアルに◆人気のソフトアートシリーズドアが生まれ変わります

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＞

木の美しさを特殊樹脂シートで再現する＜ソフトアートシリーズ＞。
天然木の風合いにより近づけて、木質感、手触りがさらにリアルな仕上がり
に生まれ変わります。色や柄、リアルな凹凸感の木味感など、自然な風合い
を表現しました。木製の棚や机などにあわせた空間にも自然になじみます。
おもわず触れてしまいたくなる Premium quality は、2017年6月より
スタートです。
※対象色と対象デザインはご案内パンフレットでご覧ください。

◆仕様変更及び品番・設計価格等改定のお知らせ◆

弊社では、2017年度より、ご案内のソフトアートシリーズに加えて、一部商品の

品番・設計価格等を見直しさせていただいております。詳しくは４月初旬発行予

＜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

『スイージー ＆ 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

『ご来場イベント』を開催致します 無垢キッチンをご検討の方は是非ご予約下さい！

開催日 ： 2017年 4月28（金） ・ 29日（土）

対象者 ： スイージー・フレームキッチンを新規御見積りの方・御見積書をお持ち頂いた方

当日対象のお客様に 「無垢の木のキッチンスイージーオリジナルガイド Vol.2 設備機器選び方～加熱機器・レンジ

フード編～」をプレゼント！☆おしゃれなオリジナルポストカード付きです☆

ウッドワンプラザ新宿では、

先日a roomの改装を行いました！

ホワイト色のキッチン、カップボードに展示を入れ替え

サイドの壁もグリーンに塗装し、心機一転！

春らしく明るいa roomになりました。

また、レンジフード〈GIGLIO〉の展示も開始しました！

GIGLIOの御見積キャンペーンも開催中ですので

この機会にぜひご来場ください。

※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/

2017.6  Premium quality

品番・設計価格等を見直しさせていただいております。詳しくは４月初旬発行予

定の新カタログにてご確認ください。尚、変更後の商品は、2017年6月より出荷

開始を予定しております。ご不明な点は担当営業所までお問い合わせください。

「パークハイアット東京前」下車

※5/3(水)は祝日のため営業しております。


