
 

 

　

　

　  

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。

2017.12

今年も師走を迎えました。あっという間の一年間。パーティーや大掃除、目まぐるしい毎日がやってきます！
そんな時こそ、おうちで “ホッとひといき” したいものですね。木のある暮らしは、そんな皆さんの日常に、さりげなく
寄り添って、なんとも幸せな時間をつくってくれるはず。おもわず触れてみたくなる『デザインウォール』や木の小物た
ちにかこまれて、居心地の良いわが家づくりをたのしんでみませんか？

さらにバリエーションが充実 デザインウォールに『グランステージ』新発売

上品な木目と家具塗装の美しさで人気の突板ドアグランステージ。同じ木を使ったデザインウォールを12月1日に新発
売致しました。大自然の生命力を宿す、その表情。異素材と響き合う個性と存在感。生命力に満ちた木目が印象的なグ
ランステージは、異素材と合わせても負けない充分な存在感を主張。石目のカウンターといったエレメントとも好対照
の効果を生み出します。ニュージーパインⓇとは一味ちがった独特の世界をご堪能ください。

ウッドワンプラザ広島

だから木をおすすめしています おもわず触りたくなる 木の＜ぬくもり＞

寒くなるこの季節。木がある暮らしは、穏やかでほっこりあたたか。
木は、細胞の一つ一つが中空構造です。扉や床になると中空の細胞が＜空気層＞となり、衝撃を
吸収したり、熱を伝えにくくしてくれます。冬に木に触れてもヒヤッとしないのは、手や足の熱を
木が奪いにくいからです。自然のちから、不思議ですね！

木の鍋敷きが多いのもなっとく！

ほっ

無垢の木の内窓：MOKUサッシ

触って

あたたかい

 

 

　

　

　

 

　

左から

デザイン ： 菱（ひし） 波（なみ） 瓦（かわら）

2,727㎜×152㎜×11.5㎜

¥22,700［入数：1］¥90,800［入数：4]

デザイン ： 羽（はね）

2,727㎜×右76㎜・左76㎜×11.5㎜

¥ 26,700［入数：1］¥106,800［入数：4]

＜カラー＞

グランチークⓇ［Q］ グランナットⓇ［W]

※無塗装はございません

スイージーの無垢扉
日光がさしても穏やかな表情

鏡面仕上げは反射して
ピカピカまぶしい

同じ光がさしている
ガラスと木の扉

一緒にときを重ねた深み＜経年美化＞
特に、ニュージーパインⓇが時を重ねた「あめ色」は暖色に分類され

見た目に 「あたたかい」 「和んだ」 イメージを与えると言われます。

実際の見た目にも、刻んだ時を想うこころにもほっこりあたたかみを

もたらします。

ココロが

あたたかい

見て

あたたかい

木は金属とはちがい、中空の細胞が光を吸収してくれるため反射が少ない素材です。ピカピカする金属は見た目か
ら冷気を連想してしまいますね。キッチンの扉は汚れがしみ込みにくい塗装をしていますが、極力ツヤを抑えた塗
装に仕上げており、空間を和ませる仕上がりになっています。

針葉樹

イメージ

広葉樹

イメージ

一般的には針葉樹の方が密度が小さく

空気層が多く温かみを感じる木が多い。

ニュージーパインⓇ、杉などが代表例。

ふぞろいな木目
均一でない濃淡

キャラクターあふれる表情

キッチン：Ｉ型木製つまみ ドア：Ｘ型レバーハンドル

キッチン：ステンレス(1322) ドア：Ｋ型レバーハンドル

木のお椀も同じ原理！

ほっと
する

ヒヤっ
金属を用いた取っ手

木を用いた取っ手

色が深まってほっこり

温度差によるストレスも少なく

触れても＜ヒヤっと＞感がないので

冬には特にうれしい

無垢床材：ピノアース

≪ニュージーパインⓇと比較してみよう≫
ニュージーパインⓇのミディアムブラウンは穏やかな茶系。
グランステージはちょっとぶっきらぼうだけどそこが魅力。

≪ニュージーパインⓇと比較してみよう≫
グランステージはかなすじ、カネクイといった独特なキャラクターが表れる木＜タウンサエッ
ト＞を使用しています。濃い目の色に仕上げたデザインウォールは、陰翳と相まって力強い、
深みのある空間をつくり出します。

ニュージーパイン 専用の接着剤をご準備しました。施工

の際は必ずこちらをご使用ください。

品番 ： ＺＸ0223

設計価格￥3,400-

ウレタン一液湿気硬化型

＜セット内容＞

・760ｍｌ（約１kg）/本

※カートリッジタイプ

（カートリッジガンが必要です

※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

キャラクターあふれる表情
自然な動きが心を和ませます ゆらぎの木目 自然の濃淡 ふたつとない表情 木のある暮らしをお楽しみください※表示価格は全て税別の本体価格です

グランステージはちょっとぶっきらぼうだけどそこが魅力。
お部屋にあわせたチョイスを！



 

 

ウッドワンプラザ広島のご案内

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

スイージーや無垢の木の収納のカタログで見つけた気になるあの子たち。。。
実は、スイージーサイトの中で一部販売をしています。
ほっこりするテーブルやベンチ＜スイージーファニチャー＞
をはじめ、北欧のやさしい木の小物や、ちょっとポップな
イタリアのキッチン雑貨など、木の暮らしによく似合う、
思わず笑顔になっちゃうMONOがラインナップ。
一部のウッドワンプラザでも、直接手に取ってご覧頂けます。
大切な方へ一年の感謝をこめて。自分のごほうびにも！ぜひ
【スイージーサイトオンラインショップ】をご利用ください。

ご覧いただけるのは、下記のウッドワンプラザです。お気軽にお⽴ち寄りください。

★木の暮らしが好きなあなたへ自分に『ごほうび』いかがですか★

お部屋にあわせたチョイスを！

気になるあの⼦はこちらで検索

⇒ http://www.suiji.jp/
オンラインショップ

クリック!!

再来場キャンペーン

開催致します。

ウィズガスフェア

2017

■日時 2017年 12月16日（土）

10：00～17：00

おうちで眠っているお見積りはございませんか？？

「無垢キッチン」をお見積り中のお客様で、

期間中にお見積り持参の上、

ご来場頂きましたお客様には、

ご来場特典のギフトカード（５００円相当）をプレゼント！

是非、この機会にプラザ広島で

無垢キッチンをご体感下さい！！

■期間 2017年 9月1日（金）

～12月24日（日）

全国ガス事業者とキッチンメーカー１１社による

協業企画、今年も開催です！

Ｓｉセンサーコンロを含んだキッチンお見積りのご依頼で

素敵なプレゼントが抽選で当たります！

毎年人気の企画です！

今年は総計７００名様に当たります！

※詳しくはショールームスタッフへお声かけ下さい。

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

　 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

12  月 1  月

株式会社ウッドワン

ウェブサイト http://www.woodone.co.jp/

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

営業日のご案内

◆ 施工例コンテスト 受賞者の方が決まりました！

最優秀賞 ｢朝倉の土と『木』の創った居間。｣

『ウッドワン2017空間デザイン施工例コンテスト』におきましては、皆様よりたくさんのご応募を頂きありがとうございました。
審査委員長には現代建築の巨匠・伊東豊雄氏を迎え、「木のぬくもりを活かした空間」をテーマにした今回のコンテストには、全国
から359もの応募作品が寄せられました。当初は入賞6作品（最優秀賞1、入賞5）の予定でしたが、素晴らしい作品が多く審査も難
航したことから、最終的に1作品追加して合計7作品を入賞としました。10月中旬、ウッドワンプラザ金沢にて『ウッドワン2017空
間デザイン施工例コンテスト』の表彰式が開催されました。受賞作品や表彰式の様子については専用サイトでご覧ください！
⇒http://woodone-contest.com/

☆ウッドワンプラザ⾦沢☆ウッドワンプラザ新宿☆ウッドワンプラザ広島
■連絡先

ウッドワンプラザ広島
ＴＥＬ：050-9000-3321

ＦＡＸ：0829-32-2260

■アクセス

〒７３８－００２３

広島県廿日市市下平良１－１２－１

営業時間 10：00～17：00

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

※ゆめタウン廿日市のすぐそばです！

※木のDIYショップはじめました※

最優秀賞 ｢朝倉の土と『木』の創った居間。｣
原口寿成様（株式会社 原口想建）


