
 

 

　

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

スイージー ガラスコレクション

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。

2017.7

順次梅雨あけ宣言がでるといよいよ夏本番。暑い毎日がつづくと、風鈴や金魚鉢、かき氷など目でも涼しげなものを
愛でたくなりますね。食卓にも透明なガラスの器やグラスがよく登場する季節です。お家の中でも透きとおった空間
に広がりがでる＜ガラス＞アイテムを取り入れたり、オープン棚に夏らしいグッズを置いて楽しんでみませんか？

夏だからこそ 爽やか気分を取り入れて。ガラスがある涼しげな生活

キッチンがＬＤＫになり、リノベーションでリビングが一つの大空間になると、キッチンやカップボード、
食器棚は重要パーツになります。無垢の木のキッチンスイージーでは、ガラスの意匠性にもこだわって木の
扉らしいやさしいデザインをご準備しています。扉によって対応がわかれますのでじっくりご検討ください。

もっとこだわりの生活をご提案 こだわりの＜Premium Collection（プレミアムコレクション）＞

ウッドワンプラザ新宿

ウッドワンがお薦めするワンランクアップLIFEの御提案を１冊にまとめました。その名も＜Premium Collection（プレミアムコレク
ション）＞。昨年発売した人気のKUROMUKUフレームキッチンやドラマでも大活躍のデザインウォールなど、空間づくりに一部分使
うだけでアクセントシーンになる商品が揃っています。
また、これらは募集の〆切が間近に迫った『ウッドワン空間
デザイン施工例コンテスト』の対象商品となっています。
お家づくりにプラスワンするご提案アイテムBOOKとして
ぜひご活用ください。

こだわりの方に フレームキッチンが人気です。

最近ドラマでよくみかけるウッドワンのキッチン。７月からスタートのドラマにも登場するか、楽しみにしてください！
さて、初夏から夏にかけて、雑誌もキッチングッズやこだわりマテリアルなど気になる特集が多くみられました。この度
人気のフレームキッチンのＰＲを下記の雑誌で見て頂くことができるのでご紹介させて頂きます。本屋さんで見かけたらぜひ手にして
ご覧ください。

ELLE DECOR

６月号

international的に

もオシャレさが漂う

ELLE DECOR

キッチン特集の前

にKUROMUKU空間

が出ています。

CasaBRUTUS

7月号

こだわりグッズの宝庫

CasaBRUTUS

7月号は＜楽しい＞

キッチンとして、こだわ

りキッチングッズがたく

さん紹介されています。

LiVES

6-7月 vol.93

リノベーションを検討す

る方の愛読書といえば

LiVES

巻頭にこだわりメー

カーのキッチンのご案内

がぞろり。

Ｒ型框ガラス

他にはなかなか類を見ないＲ

型デザイン。おしゃれな雰囲気

を醸し出します。ガラスは透明。

対応扉：NZ60

透明ガラス

シンプルながら一番抜け感がでるデ

ザイン。中の物が見えて便利。お気に

入りの食器やパッケージがステキな

食材も楽しめますね。対応扉：

NZ30/40 OK50 MP50 WN80

ステンド調ガラス

内装ドアでも人気のステンド調ガラス。

緑のグラデーションが爽やかさを後押し。

対応扉：NZ30/ NZ40

チェッカーガラス

雑貨屋さんでも人気のチェッカーガラ

ス。フランス生まれの本格派。ぬくもり

が感じられて人気。対応扉：

NZ30/40/50  OK50 MP50 WN80

Pick

up!

スワロフスキー取っ手

その姿が美しいばかりか、

光があたると乱反射して

美しい影を映し出します。

ウォールキャビネット どのスタイルがお好きですか？

吊り戸 パネルタイプ

木質感があたたかく落ち着きがあります

吊り戸 ガラスタイプ

壁付けキッチンでも広がりがでます

吊り戸なし オープンタイプ

さらに開放的な空間に。THE魅せる収納です

キッチン上の壁面を有効活用できるウォールキャビネット。ガラス扉にしてお気に入りの食器を飾るように収納したり、全面を木
にしてやさしい印象を高めつつすっきりと隠したり。空間の隅々にまで無垢の木の魅力を広げ思い通りの収納を叶えます。キッチ
ンの組み合わせ方でも空間の雰囲気が変わります。木のキッチンを使うならどのスタイルがお好きですか？

凹凸があり光がさまざまに反

射して豊かな表情をみせま

す。濃い色でも素敵。こだわ

り取っ手とあわせてアン

ティーク感も演出します。

お気に入りの組み合わせで快適空間をつくりませんか？プランのご相談はお近くのウッドワンプラザまでどうぞ！

木桟付きのかわいいデザインもオプ

ションでご用意。対応扉：NZ50

＜掲載アイテム＞

・フレームキッチン ・無垢の木の洗面台

・デザインウォール ・無垢の木の収納

・パーテーションウォール ・デザイン階段Light

・ピノアース オーダーペイントドア
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7 月 8  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

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。

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◆

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。

◆お知らせ◆人大スクエアシンクの排水口がさらに使いやすく。

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＞

〆切間近！
7月末まで

スクエア型でシンプルな表情とやさしいフォルムが人気の人大スクエアシンク。天板との接合部分は、継ぎ目の目立た
ないシームレス接合で、継ぎ目に汚れが溜まりにくく、お掃除しやすいのが特徴です。この度、排水口とフタがさらに
お手入れしやすい形状に変更になります。今後ともご愛用のほどよろしくお願い申し上げます。

（新仕様）

シンク深さが

182mm → 189mm

に変わります。

角型排水口

ステンレス型フタ

（現行仕様）

丸型排水口

樹脂型フタ

【スケジュール】
2017年11月 1日 受注開始
2017年11月30日 現行仕様受注終了

詳しくはお近くのウッドワンプラザまで
お問い合わせください。

＜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

■…休館日

8月7日～8月11日は夏季休暇のため休館となります

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限定 スイージー夏祭りイベント』 を開催致します

開催日 ： 2017年 7月29日（土） ・ 7月30日（日）

対象者 ： 無垢キッチン新規御見積り依頼のお客様or変更ご検討のお客様 orアンケートご記入のお客様

この度、ウッドワンプラザ新宿限定でスイージー夏祭りイベントを開催することとなりました。

お子様でも楽しめるヨーヨー釣り、お菓子すくいをご用意しております。

無垢キッチン新規御見積り、もしくは、変更ご検討のお客様に2チケット、

または、アンケートご記入のお客様に1チケット御渡しさせて頂きます。

1チケットでお菓子すくい、ヨーヨー釣りのどちらかにご参加頂けますので、是非お立ち寄りください。

皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。

詳細は後日HP公開予定です！

日時：8月19日(土) 14：00〜15：00
8月20日(日) 11：00〜12：00

夏休み2大イベント後半戦は作って楽しい

ワークショップを開催予定！

こちらも合わせて是非ご参加ください！

※木のDIYショップはじめました※


