
 

　

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

 

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。

2018.42018.42018.42018.4

2018年度 無垢の木のキッチン＜スイージー＞はおかげさまで１０周年を迎えます。日頃よりの皆様のご愛顧
に心より感謝申し上げます。これからも 「木のぬくもりを暮らしの中へ」 をモットーに、キッチンをはじめ
収納、建具、床材等トータルでの木のインテリアをご提案して参ります。今後とも末永くご愛顧賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

ＫＤＬという発想から生まれたキッチン。 家族の笑顔をキッチンから。＜スイージー＞のあゆみ。家族の笑顔をキッチンから。＜スイージー＞のあゆみ。家族の笑顔をキッチンから。＜スイージー＞のあゆみ。家族の笑顔をキッチンから。＜スイージー＞のあゆみ。

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

※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

キッチンが独自で進化してきた日本の住まいに、上質な木のＬＤＫコーディネートを提案したい。そして「炊事」の場であるキッチン
から家族の笑顔を生み出したい。という想いからスイージーは生まれました。当時の調査でも、好きなインテリアテイストは「日本」
と「北欧」がダントツ人気。ハウスメーカー様でも対面キッチンが主流となってきたことから、キッチンを中心にしたくつろげるリビ
ングづくりを、木と木質柄でご提案したのがスタートです。

2008年 〜2011年

2012年

2013年

手の届く価格の無垢のキッチンを！

縦目地ﾀｲﾌﾟのNZ40 立体角のNZ50と

陣笠のNZ60が登場。内装で人気のあ

るステンド調ガラスとチェッカーガラスを

いち早くラインナップして充実させました。

広葉樹で人気のオークとメープルが登場。

銘木フロアとのコーディネートが、シートでなく本物どう

しで可能になり、ご提案できるスタイルが広がりました。

造作キッチンにしかなかったコーラー社の鋳物ホーローシンク＋

タイルカウンター用下地がランナップで話題になりました！

他に約９３％の天然水晶（クオーツ）を使用したエンジニドストー

ン（現在のフィオレストーン）の天板も選択肢に加わりました。

ついにウォールナットが登場。

これを機にスイージー＝無垢の木の

キッチンとし、シートメラミンは別シリー

ズとなりました

スイージーオーナーはこだわり派！

もっと好きなキッチンにできるようこだ

わり取っ手セレクションは今でも人気。

2015年

こだわりのアイアン取っ手が登場。

ニュージーパインⓇの扉にぴったりで

今や定番になりました。

MP50OK50

WN80

まるで造作キッチン！

コーラー社シンク

＋タイルカウンター

ニュージーパインⓇの扉と

木質柄シートではじまった

スイージーでしたが、やっ

ぱり人気は本物の無垢扉

のキッチンでした。

誕生！ＮＺクラス

NZ50NZ60 NZ40

ステキなガラス扉

根強い人気のアイアン取っ手

2014年

スクエア型で

デザイン性も

清掃性もアップ！

※画像は現行仕様

他のキッチンメーカーにはない選択肢。海外ブランドの機器はデザイン性・

機能共に満足できるアイテムです。

エレガントなデザインやこだわり

取っ手セレクションが登場

2016年

ミーレ社やガゲナウ社など海外ブランドの機器が登場！リニューアルした

人大スクエアシンク

ステンレススクエアマルチシンク登場

上下三段にわけて使える厨房スタイルのシンクは、定番の人気商品になりました！

スイージー６つのスタイル

３グレードでご提案を開始

プレミアム スタンダード スマート

¥1,869,400 ¥992,100 ¥468,400

2017年

小間口にも対応

はじめました！

無垢の木のキッチンにフレームキッチンが登場。

KUROMUKUスタイルが話題に。

KUROMUKU

スイージーでは

ないけれど・・・

スマートな

グリルレス

IHヒーター
GAGGENAU

Miele

スイージーの

仲間で木の

空間づくりを！

ウッドワンでは、キッチンからファニチャー、収納、洗面台 そして床やドアと幅広く木のインテリアをこれからもご提案します。

2018年 OK50 New release color

力強い木目が

特徴であるオーク。

さらに空間に深みが加わる

色合いが加わりました。

＜ミディアム色＞ ＜ダーク色＞

無垢の木の収納 スイージー ファニチャー

無垢の木の洗面台

オープンタイプ ユニットタイプ

NZ20 NZ30



 

 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

　 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

4  月 5  月

実は、ウッドワンは約25年以上前から木の
扉を使ったキッチンをご提案してきました。
当時は無垢扉と他に突板の扉がありましたが、
年数を経過すると、やはり無垢扉の経年した

美しさは他では真似できないものでした。
１０周年を迎えるスイージーも、これから
皆様の家族の一員として、さらに愛され
続けることを切に願います。
美しさを保つもう一つの秘訣は、木の扉を
汚れが残りにくいようにしている事です。

これを実現するために、素材感を損なわず且
つ架橋密度の高い特殊塗装を施し、汚れがつ
いても「サッとひと拭き」できれいに保てる
ようにしています。
これからも、木に囲まれた快適な住まいづく
りへの提案をしてまいります。

株式会社ウッドワン

ウェブサイト http://www.woodone.co.jp/

ウッドワンプラザ新宿 からお知らせです

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 ごごごご見学見学見学見学はおはおはおはお近近近近くのくのくのくのウッドワンプラザへおウッドワンプラザへおウッドワンプラザへおウッドワンプラザへお出出出出かけかけかけかけ下下下下さいさいさいさい。。。。

営業日のご案内

スイージーはこちらから

ウェブサイト http://www.suiji.jp/詳しくは【ウッドワンコンテスト 専用ウェブサイト】http://woodone-contest.com/よりご覧ください

☆☆☆☆ウッドワンウッドワンウッドワンウッドワン2018  2018  2018  2018  空間デザイン施行例コンテスト空間デザイン施行例コンテスト空間デザイン施行例コンテスト空間デザイン施行例コンテスト 作品募集中です☆

昨年多数のご応募をいただいた『ウッドワン空間デザイン施行例コンテスト』2018年度の作品募集がはじまりました！今回も審査委
員長に伊東豊雄氏を迎え、木のぬくもりを活かした空間をテーマに募集します。下記の弊社商品を使用してコーディネートした戸建、
マンション、店舗、公共施設の新築・リフォーム・リノベーション いずれかの施工例作品で
ご応募ください。

■ウッドワンウッドワンウッドワンウッドワン 木のキッチンの歴史木のキッチンの歴史木のキッチンの歴史木のキッチンの歴史

無垢扉 製造直後 ⇒ ５年後

＜経年美化の様子＞

約20年ほど経過したニュージーパインⓇ

の扉のキッチン。あめ色に変化し、
今でも熟練の美しさを放っています。

←1993年住建産業カタログ

※住建産業は2002年1月に社名変更し

ウッドワンになりました。この社名には「木

(WOOD)と人(ONE)の共生」、「品質№1、

業界№1」という想いを込めています。

一般的な＜UV塗装＞

網目構造を造らない

一般的な＜ラッカー塗装＞

分子の手が長く架橋密度が低い

＜汚れがしみ込む隙間が大きい＞

＜特殊ウレタン塗装＞

分子が結合して細かな

網目構造を作っていく

＜汚れがしみ込む隙間が小さい＞

日常のさまざまな汚れを

シャットアウト シミになりません！

（例）カレー 植物油 ラー油 コーヒー

体験ご希望の方は、
ぜひお近くのウッドワンプ
ラザまでお出かけ下さい。

不思議発見！ ＜スイージーの扉は無垢の木なのに 汚れにくいのは なぜ?!＞

※イラストはイメージです

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

無垢の木のキッチンスイージーから広がる、木のぬくもりがある暮らし。

ヨーロッパの無垢木材や健康に配慮した天然素材で作られた小物たちを特別販売します！

通常の店頭販売よりも種類を増やしてお待ちしております！

木の雑貨屋さん木の雑貨屋さん木の雑貨屋さん木の雑貨屋さん

木のハンドブラシ

￥1,400(税抜)

木のキーホルダー

￥2,300(税抜)

木マグネット

￥800(税抜)

木の時計

￥8,500(税抜)

木のレードルレスト

￥1,400(税抜)

木のフック

￥700(税抜)

木のキーホルダー

￥1,000(税抜)

ぜひアクセス下さい♪

4444月月月月28282828日日日日((((土土土土))))－－－－4444月月月月30303030日日日日((((月月月月)))) 開開開開催催催催 ！！！！！！！！

僕をかざれば

縁起のいい年♪

待ってるワン！！

無垢の木のある暮らしのアクセントにいかがですか。


