
 

 

　

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

メープルは別名「カエデ」と

呼ばれ、一般的には「もみ

じ」と呼ばれています。優

雅な表情を持ちながら、硬

く弾力性もあり、独特の味

わい深い木肌を持ってい

ます。微妙な色合いが美し

く、「無垢の木」が 強調さ

れる銘木です。

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。

2017.11

台風がひとつ過ぎるごとに寒さがましてきました。立冬から小雪へ、季節がうごく11月。街では落葉樹が色づき、森に
でかけてみたくなりますね。紅葉の主役 もみじやかえではメープルの仲間です。美しい葉が印象的なメープルは、木材
としても上品な木目とキラキラした光沢で独特の味わい深い木肌が人気で、古くから家具などに使われてきました。
今月はメープルを特集して木の空間をご紹介します。

気持をおだやかにしてくれる空間 メープルのある暮らし。メープルのある暮らし。メープルのある暮らし。メープルのある暮らし。

重厚感あるオークやウォールナット、明るいパインと一味ちがって、なんともエレガントな
佇まいを装う＜メープル＞。スイージーの６styleでも、[ハーバル ティー]と[レモネード]の
イメージ空間に登場しています。明るいけれど穏やかな空間は、優雅で洗練されたメープル
のある佇まいならでは。木目が上品なため、無垢の木ならではの特性が見えてチャームポイ
ントになっています。

ウッドワンプラザ新宿ウッドワンプラザ新宿ウッドワンプラザ新宿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

感動をありがとう 「無垢の木の赤いカープキッチン」を限定販売中！「無垢の木の赤いカープキッチン」を限定販売中！「無垢の木の赤いカープキッチン」を限定販売中！「無垢の木の赤いカープキッチン」を限定販売中！

このたび、広島東洋カープとの初コラボ商品として、カープロゴを配した特別仕様の「無垢
の木の赤いカープキッチン」を８台限定で発売いたしました。特別仕様のこのキッチンは、
参考価格（写真プラン）Ｉ型間口2,575mm、奥行き650mm、扉は無垢NZ20グレードで、本
体価格1,404,400円～（税別、配送費・設置費別）。郵便はがきによるお申込みによって販
売いたします。詳しい購入方法については弊社ホームページをご覧ください。

コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）

ハードメープル（無垢）ハードメープル（無垢）ハードメープル（無垢）ハードメープル（無垢）

サイズ 1818×91×12mm

ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ仕上げ

品番：FK0262-R-N

￥28,800/束（0.5坪入り）

コンビットワンダーコンビットワンダーコンビットワンダーコンビットワンダー

ハードメープルハードメープルハードメープルハードメープル(厚貼り厚貼り厚貼り厚貼り)

サイズ 1818×303×12mm

ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ仕上げ

品番：FKD202-7-N

￥41,600/束（１坪入り）

※㎡単価￥12,590

コンビットグラードコンビットグラードコンビットグラードコンビットグラード152

ハードメープル（中厚貼り）ハードメープル（中厚貼り）ハードメープル（中厚貼り）ハードメープル（中厚貼り）

サイズ 1818×303×12mm

ウレタン塗装 WHF加工

品番：FKR202D-7-B

￥27,800/束（１坪入り）

※㎡単価￥8,420

メープルならではメープルならではメープルならではメープルならでは「シュガースポット」「シュガースポット」「シュガースポット」「シュガースポット」
メープル材特有の表情で、糖分の多い樹液が点

や線状ににじんだ跡です。メープルシロップが採

れるくらいの木だから、なるほど納得。甘い香りを

連想させる「シュガースポット」という名前も、手で

そっと愛でたくなるようなかわいらしさです

「赤白の濃淡が特徴的です」「赤白の濃淡が特徴的です」「赤白の濃淡が特徴的です」「赤白の濃淡が特徴的です」
木は人間と同じように、淡かったり、赤みがかって

いたり、同じものが二つとありません。また、中心部

とその周辺でも濃淡があり、その色合いは個々の

木で千差万別。板状につなぐと、目に心地よい自

然な濃淡のコントラストが生まれます。

ご存知でしたか？

ウッドワンの本社は広島です

●広島を愛する地元企業ならでは！のオリジナル品です

限定8台の特別仕様です！

●広島東洋カープをイメージした赤い塗装の無垢の木の扉

●美しいニュージーパインの木目とCarpロゴのコラボレーション

●カープ坊や付きの赤いレンジフード

＜申込受付期間＞１０月１４日（土）～１１月３０日（木）消印有効まで＜申込受付期間＞１０月１４日（土）～１１月３０日（木）消印有効まで＜申込受付期間＞１０月１４日（土）～１１月３０日（木）消印有効まで＜申込受付期間＞１０月１４日（土）～１１月３０日（木）消印有効まで

※販売条件は、平成30年1月15日～平成30年3月31日までに施工又は引渡し出来る方に限ります。

※受付期間終了後、申し込み多数の場合は抽選で当選者を決定し、抽選の結果は、

当選された方に弊社より12月月月月15日（金）まで日（金）まで日（金）まで日（金）までにご連絡いたします。

※万一、当選者がキャンセルされた場合は、改めて、応募者の中から抽選いたします。

商品は
ウッドワンプラザ広島で

ご覧いただけます！

ご購入ご希望の方は
郵便はがきに必要事項
をご記入の上お申し込
みください！お待ちし

ております。

「「「「経年美化は味わい深く経年美化は味わい深く経年美化は味わい深く経年美化は味わい深く」」」」
メープルは年数を重ねる

と徐々にしっとりと落ち着

いた色になっていきます。

＜わが家＞の一員に

なっていくはずです。

木の成長の跡木の成長の跡木の成長の跡木の成長の跡「「「「節節節節」」」」「入り皮」「入り皮」「入り皮」「入り皮」
木の幹に細く小さな枝がついて自然に枯れ落ちた跡が「葉節」となります。

「入り皮」は台風がきたり鳥につつかれたりと、傷ついた樹皮を取り込んで

修復しながら成長を続けた跡。多彩な木目に個性的な表情を添えます。

■メープルとコーディネートするならこの床材！

こだわりの空間づくりに欠かせない重要アイテムが床材。より天然の風合いをそこなわない仕上げをした本物の木の床材です。

□技あり！ちがう樹種でもコーディネート勝ち

メープル以外に、ピノアースやオークと合わせてみました。
樹種ちがえども同じ無垢の木どうしでオリジナリティを。

無垢フローリング無垢フローリング無垢フローリング無垢フローリング うづくり仕上げうづくり仕上げうづくり仕上げうづくり仕上げ

ピノアース（無垢一枚物）ピノアース（無垢一枚物）ピノアース（無垢一枚物）ピノアース（無垢一枚物）

サイズ910×91×12mm～

品番：FG9432S-K7-□

￥28,600/束（１坪入り）

※㎡単価￥8,640～
サイズによって異なります

銘木突板フロアでも木の深みを感じる厚貼りです

□代表格は同じメープル

やっぱり無垢と無垢

コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）コンビットソリッド（ユニタイプ）

オーク（無垢）オーク（無垢）オーク（無垢）オーク（無垢）

サイズ 1818×91×12mm

ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ仕上げ

品番：FK2562-R-N

￥28,800/束（0.5坪入り）

※㎡単価￥17,420

ファニチャーファニチャーファニチャーファニチャー テーブル＆スツール＆ベンチテーブル＆スツール＆ベンチテーブル＆スツール＆ベンチテーブル＆スツール＆ベンチ
そんな特徴を色濃く出したのがスイージーファニチャーです。キャラクター光る表情で、毎日の生活で家族の

一番近くにあるダイニングテーブルがみんなを元気づけてくれるはずです。

メープルの



 

 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

　 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

※木のDIYショップはじめました※

11  月 12  月

POIN.1

無垢一本芯 長さ2727mm
がつくり出す美しさ

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ご予約でのご来場をご予約でのご来場をご予約でのご来場を
お願いしております。お願いしております。お願いしております。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

InformationInformationInformationInformation ご見学はお近くのご見学はお近くのご見学はお近くのご見学はお近くのウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。ウッドワンプラザへお出かけ下さい。

営業日のご案内

ウッドワンからウッドワンからウッドワンからウッドワンから お知らせですお知らせですお知らせですお知らせです
※表示価格は全て税別の本体価格です

◆ 人気のデザインウォール。おうちの中にも。
ウッドワンプラザでも人気のデザインウォール。「素敵だけど、うちでは使い方が思い浮かばない・・・・・」という方、諦めないで
ください！木がもつ空間をやわらげる力と光とのコンビネーションで、皆さんのおうちもきっと素敵に演出します。壁一面でない貼り
方の方が印象的になるケースもありますので、ぜひご検討ください。

おうちなら、ぜひワンポイントづかいが素敵。お客様を迎える玄関やリビングにアクセントと
して装飾してみてはいかがですか？特に羽・竹・波・菱・瓦など特徴あるデザインウォールは、
凹凸に光をあてて陰影までをデザインとしてみせると、小さい面積でも効果あり！10月から新
デザイン＜粋＞が加わり計１０のデザイン、無塗装+６色のカラーからお選びいただけます。

POIN.2

無垢ならではの彫りの深さ

リビングの施工例 玄関の施工例 光があたるとデザインに陰翳が加わって際立った美しさをもたらします。

専用のスイッチを設け

れば単独ライトアップ

が可能に。夜帰った時

も和やかな出迎えをし

てくれます。

■光の効果でさらに際立ちます

■“デザインウォールコレクション” 無垢一本芯が与えてくれる「温かみ」と「安心品質」をぜひ空間づくりにご検討ください。

■店舗での使用例

■住宅への御提案

■プラン例

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

ちっちゃい
スイージー

デザイン
ウォール

新しいルームが仲間入り新しいルームが仲間入り新しいルームが仲間入り新しいルームが仲間入り ｂルーム改装ｂルーム改装ｂルーム改装ｂルーム改装

しました♪しました♪しました♪しました♪

コンビット
グラードプラス

ランダム

ちっちゃくても、まぎれもなく、スイージーです。
本物の素材を使った木のキッチンは、人々の暮ら
しを豊かにしてくれますよ！ちっちゃいスイー
ジーの溢れる魅力を感じてください♪

絶妙なバランスに配された不揃いの木幅を使う
ことで、部屋にリズムが生まれ、天然木の様々な
表情も楽しめます！目を引くおしゃれな床材です♪

テレビの後ろにデザインウォールの“波”を張ってます。
ちょっと張るだけで、お部屋の雰囲気が変わりますよ！

■キッチン◇ちっちゃいスイージー■キッチン◇ちっちゃいスイージー■キッチン◇ちっちゃいスイージー■キッチン◇ちっちゃいスイージー

■床材◇コンビットグラードプラスランダム■床材◇コンビットグラードプラスランダム■床材◇コンビットグラードプラスランダム■床材◇コンビットグラードプラスランダム

■壁材◇デザインウォール■壁材◇デザインウォール■壁材◇デザインウォール■壁材◇デザインウォール
その他にも、無垢の木の収納から“スリット扉のテレビ台”、“ツムハコ”、

“棚板とブラケットを使った収納”を多数展示しております！
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示の一部をご紹介します！


