
 

　

　  

 

 

　

　

　

 

　

 

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。

2018.7

スイージー10周年。いまでは特徴のある設備機器が増え、無垢の木のキッチン＜スイージー＞や＜フレームキッ
チン＞の個性を引き出してくれています。7月より新しい設備機器が増えました。人気者になりそうな、注目株の
機器をご紹介します。きっとこだわりキッチンのプランニングを、さらに楽しくしてくれるはずです！

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

スイージーこだわりの名脇役といえば、ミーレやコーラー、ガゲナウなど海外製品が話題を集めていますが、今回は国
内メーカーさんのこだわり機器をご紹介します。さすが日本、デザインと使いやすさがあいまって、うれしい商品です。

2018年度設備機器カタログがリニューアル こだわりの設備機器が増えました！

グッドチョイスで素敵な家づくり 人気のインテリアにおすすめです！

◆ついに登場！

２回のノックで,、ドアが自動でフルオープン

＜パナソニック食洗機＞

こんっ

こんっ

２KNOCK TO AUTO

AND   FULL OPEN

美しいオール面材タイプ

※写真はUDDP002の画像を使用しています

人気の深型タイプだから約60ℓ（約6人分）
大皿も洗える大容量です

本体設計価格￥269,000-
品番：UDDP001-DHD

※別途キッチンに合わせて

扉材が必要です

○メリット○

・手が汚れていても“ノック”だけ！

・ドアが自動で開くから、庫内がいっぱいでも開けるのに力が要りません

・奥まで食器の出し入れがしやすいフルオープン

◆マットなブラック

バーナー廻りが焦げにい！

＜ハーマンガスコンロ＞

アルミ製トッププレートをテフロン加工。
水や油をはじき、汚れが拭きとりやすい
ガスコンロです。

熱を分散するアルミトップ

さらにテフロン加工で

さっと一拭き！

○メリット○

・アルミトップだから温度が上がりにくく、バーナー廻りも焦げ付きに

くいコンロです。

・表面はテフロン加工でお手入れらくらく！

◆シンプルでおしゃれ

マットでエレガントなＬ形水栓

＜ＫＶＫシングルレバー混合水栓＞節湯Ｃ１

本体設計価格

一般値仕様 ￥¥110,000-

寒冷地仕様 ￥¥111,200-
品番：UDFK004-EH/EW-（W/K）

きれいな

ストレート

吐水

ヘッドが納

まった状態

で左右に振

れ便利！

スタイリッシュさを追求したＬ形。
マットな仕上がりも味わい深い水栓です。

ブラック色 ホワイト色

○メリット○

シンプルなＬ形だから、キッチンもより使いやすくプランできます！

大きく広い吐水空間がとれるので、大

きな鍋やフライパンも楽に洗えます

Ｌ形なので上部スペー

スを有意義に使えます

高さ

28.2cm

ドアを軽く2回ノック。
内蔵のセンサーが振動を感
知して、ドアが自動でフル

オープンします。

※ウッドワンプラザでは、展示のない場合カタログでのご案内になります。予めご了承ください。商品の詳細はデジタルカタログでご覧ください。

本体設計価格

W750タイプ ￥219,000- 品番：UDGH003-7（A/L）N-SK

W600タイプ ￥206,000- 品番：UDGH003-6（A/L）N-SK

美しいエッジ

深型は30ｃｍの大

皿も楽に入ります。

ムービングラックを

使えばその日洗い

たいものに合わせ

てセットでき便利！

今年のインテリアトレンドといえば、ボタニカルやラスティックなどのキーワードが聞こえてきますね。色合いも
ダークで存在感がある家具をチョイスしたり、どこか哀愁を感じる、暖かみがあって重厚な印象を与えるカラーセ
レクトが人気のようです。スイージーと無垢の木の収納で、イチオシ空間をつくってみましょう！

ボタニカルをおしゃれに取り入れたい
けど、鉢物や大きな樹木は自信がない。
そんな方は手軽なサイズのグリーンか
らチャレンジしてみませんか？
どこに置こうかな・・・棚板にちょ
こっと、おいてみましょう！日常の生
活で目に入るところにグリーンがある
と、ホッとひと息。自分の癒しに。

今年春発売したオークのダーク色、ミディアム色は、落ち着いた
空間に人気のアイテムです。ホワイトや木の色と相性がよいので、
バランスよく組合せましょう。グリーンともよく合います。

キッチン ｱｲﾗﾝﾄﾞ間口2300

オーク ￥1,992,100-

戸棚収納 UM-001

オーク ￥468,200-

壁面収納 OM-005

オーク ￥148,500-

TVボード オーク

BF-001 ￥181,600-

鉢植えのオリーブが

空間を引き立てている

お手軽！空きスペースにつけてみよう

厚み12mmのスリムな棚板

棚柱セット（棚５段分）

長さ1820mm ￥6,400-

棚板セット（５枚入り）ﾆｭｰｼﾞｰﾊﾟｲﾝⓇ

D300×W900 ￥15,800-

D450×W900 ￥24,300-

※取り付けには壁下地が必要です

棚板 Ｄ145mm

ブラケットプラン

SK-002 オーク

Ｗ900mm ￥9,900-

棚板セット ４段

FN-004

ﾆｭｰｼﾞｰﾊﾟｲﾝⓇ

Ｗ600mm￥21,000-

洗面台 Ｗ600mm オーク￥264,700-

棚柱の厚み最薄の２．７mmで邪魔しません

無垢の木の収納なら見た目もおしゃれに仕上がります。

キッチンL型

￥1,860,400-

ハコモノ

￥93,200-

室内のグリーン+窓か

らの借景が美しい

組合わせが楽しい！プランのご希望は、
お近くのウッドワンプラザへどうぞ！

※表示価格は全て税別の本体価格です



 

　

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

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

　 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

7  月 8  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
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

スイージーはこちらから

ウェブサイト http://www.suiji.jp/

ウッドワンから お知らせです

木のある空間は、戸建やマンションだけでなく、店舗・公共施設などのさまざまな場所で、自然素材を活かしたここちよい開放感や
ぬくもりを引き出すことができます。ウッドワンでは、居住空間はもちろん、人の集まる場所に自然の癒しやぬくもりを感じること
をコンセプトにした、デザイン性の高い空間づくりに最適な商品を取り揃えております。
この特徴を最大限に活かした「木のぬくもりを活かした空間」作品を是非ご応募ください。

詳しくは、コンテストの【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2018  空間デザイン施行例コンテスト 締め切り間近です！
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年度の作品募集は7月末〆切です！
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。

■2018年度設備機器カタログはデジタルカタログでご覧いただけます

前ページでご紹介した新商品が掲載された設備機器カタログができました。
従来の商品も設計価格と掛け率の変更に伴い、品番が全て新しくなりました。
詳しくは、デジタルカタログでご覧ください。（7月中旬公開予定）
デジタルカタログは、ウッドワンの【ウェブサイト】よりご覧ください

※下記の商品は廃盤となります
□水栓金具

品番 HDFS007-GH-K

（機種名 K87410JV-MDP-13WO）

□レンジフード

品番 HDHY005-97N-W/C

（機種名 RZ90）

8月6日（月）～8月10日（金）は

夏期休館とさせて頂きます

ウッドワンプラザ新宿ご来場者様限定

スイージー×無垢の木の洗面台

「SUMMER キャンペーン」 開催のお知らせ

開催期間中に無垢の木のキッチンスイージー ・ フレームキッチン と 無垢の木の洗面台を
合わせて新規の御⾒積り依頼をいただいたお客様に
「夏を涼しく過ごそう！フルーツジャー型保冷剤」をプレゼントさせて頂きます！
開催期間：2018年7月14日(土)〜8月31日(⾦)

※数に限りがございます

〒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

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

※水曜日定休、8月6日(月)～8月10日(金)は夏期休館となります

この機会にぜひ、ウッドワンプラザ新宿へご来館ください！


