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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

もうすぐ新年度。新生活は慣れない事が多いから朝の準備はてんやわんや。忙しい朝も無垢の木の優しさを感じな

がら、家族で使いやすい無垢の木のある生活をご提案いたします。

使い勝手から、オープンタイプとユニットタイプから選べます。かわいい洗面台は朝から気分がいい。

ボウルを２つ並べて設置可能。

朝の洗面台待ちも解消！

ユニットタイプ

洗面台はもちろんドレッサーとしても

活躍。洗顔からお化粧まで１か所で

出来るから時短に。

オープンタイプ

かわいい美濃焼の

タイル。縁のタイル

はカーブになって

いるからぶつかっ

ても剥がれにくく

て安心。

PLAN WB‐002
￥325,800

テーブルの上はもちろん、太ももが

当たる所もすべすべとした肌触り。

金具が飛び出ない仕上げだから

ストッキングを引っ掛けにくくて安心。

シンプルで大きなテーブル

は座るスペースも広々余裕。

テーブルの脚が端についてい

るのがポイント！子供達が大

きくなってもずっと

使える。

スイージーファニチャー テーブル ナラ（節あり）

W2000 ￥158,800

大きめサイズのテーブルはご飯を食べてる横で、

新聞を広げて読んでもぶつかりにくい広さ。

コーヒーを引っ掛けてこぼしてしまうなんてことも

少なくなりました。

朝起きて一番に立つところ。立つと笑顔になれる。目が覚める。 ”無垢の木の洗面台”

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。

無垢の木のシンプルで大きなテーブルは家事にも勉強机にも使える。細部まで滑らかな肌触り。

STEP.1
おはよう！
洗顔・歯磨き

クローゼットはあえて扉を付けずに見わたせ

る収納に。衣装ケースにしまっているよりも、

自分の服が一目で見渡せるから、コーディ

ネートの時間が短縮。

クローゼット編

悩みがちな毎日の服装のコーディネ―トも、何がどこにあるかわかりやすく収納したら時短に。
忘れ物が無いかチェックして出発。

子供ゾーン

低めの位置は子供ゾーン。置く位置を

決めてあげるとわかりやすいのか幼稚園

でもお家でも自分の靴は自分でしまって

くれるようになりました。

大人ゾーン

靴や小物を置く棚板以外に木製の

バーも取り付けられます。

コートは玄関で脱いで掛けて部屋には

持ち込まない。花粉症持ちの我が家

にぴったり。

玄関編

セット合計
￥114,700

苦手な洋服選びや忘れ物チェックも時短！ ”無垢の木の収納” “パーテーションウォール”

朝のキッチンは大戦争。朝ごはんを作りながら、お弁当も作りつつ、洗い物もたまっていく。
ユカオキのオープンで”見わたせる収納”は家族みんなで使いやすいから家事シェアで効率よく
朝ごはん。

広い調理スペースは

お弁当におかずを詰める

作業もらくらく。

トップには炊飯ジャー、

トースター、コーヒー

メーカーを置いて、

セルフで配膳。

家事をシェア。家族みんなで効率よく、朝ごはん 。 ”無垢の木のキッチンスイージー＋ユカオキ”

ガゲナウのIHクッキング

ヒーターはフラットで

かっこいいうえに、フリー

ゾーン機能に惹かれて選択。

楕円のお鍋や小さいココット

など色々な手持ちの鍋も

使えて便利！

〈GAGGENAU〉

グリルレス

IHクッキングヒーター

CI262113WO

定価￥390,000

無垢の木の収納セット合計
￥75,900

キッチンセット合計
￥1,738,400

ユカオキセット合計
￥338,200

STEP.２
身支度も時短

つくる

お片付け

食べる

STEP.３
みんなでつくって
いただきます！

金額で悩んだミーレ

の食洗機。食器も

調理器具も入る

大容量と、忙しい

時でも洗うものを

入れやすいカゴが

魅力的。

〈ミーレ〉食器洗い機

G6762SCViWO

本体定価 ￥405,000

ステンレス扉定価 ￥50,000

無垢の木の扉はお手入れ

が心配だったけど、水は

もちろん、油や調味料の

汚れもサッと拭くだけで

大丈夫だから安心。

家や車のカギを

フックに掛けて

管理。

家族の連絡ボード

をかけて、出発前に

帰宅時間や行事

のチェック。

セット合計
￥143,900

リビング編

あと何分？！

ディスプレイに時計も

あったら便利！

鏡の裏に収納できる

３面鏡。収納力アップ。

”スイージーファニチャー”
手触りがよくて、長く使えそうなのが決め手。

PLAN WA‐003
￥262,200

棚板は無垢の木。慌ただしい朝の準備中に

棚の角に爪や指輪が引っかかって、表面材

がめくれてしまうなんて心配は無用。

少しヘコミ傷が付いて気になった時は、

補修ができます。
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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。

■…休館日

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

木のある暮らしをテーマに暮らしのスタイルや今のライフスタイルにあった木とのかかわり方をご紹介しております。
木のキッチンのユーザー様のご紹介もしております。選び抜かれた小物や家電、暮らしのアイデアは必見です。
ぜひフォローしてくださいね。

#ウッドワン
#スイージー
#suiji

こだわりの設備機器が増えました！ ～水栓編～

インスタグラム続々アップ中です！ インスタグラムURL（https://www.instagram.com/moku.me/）

作業に合わせて３つの吐水を使い分け。
伝統あるコーラー社の神髄ともいえるクラシカルなデザイン

吐水と止水を手元でワンタッチで切り替えができるユ

ニークな形が目を引く混合水栓。ハンスグローエの

「エアパワー」テクノロジーにより、泡のように柔ら

かな水をお届けします。吐水口は内蔵された伸びる

ホースで引き出すことができ、吐水口の上部にあるボ

タンで吐・止水の切り替えが可能。ボトルなどへの注

水量をきっちり量ることができ、大鍋にたっぷり水を

入れる時もカウンターに置いたままラクにできます。

面のように幅広く吐水する方式のシャ

ワーが出るので、まな板やシンク、大皿

など広い面積のものを効率よく洗うこと

ができます。ホースが内蔵された吐水口

は引き出すことができ、洗浄力の高い

「スウィープ」、果物や野菜を優しく洗

える「ベリーソフト」、空気を含んだ泡

のような「エアストリーム」の３つの吐

水タイプを作業に合わせて切り替えでき

ます。

ベリーソフトの時

手元のスイッチで止水と吐水の切り替えが可能。

［手元スイッチ付ホース引出式混合水

栓、型番HG72821WO（ハンスグロー

エ）］設計価格￥108,000

［ハンドシャワー混合水栓型番K-9926-CP（KOHLER®）］

設計価格￥119,500

スウィープの時

＊対応シンクは、別途カタログにてご確認下さい。

株式会社ウッドワン

ウェブサイト

https://www.woodone.co.jp/

ウッドワンプラザのご予約は

こちらから

https://www.woodone.co.jp/showroom/

＼ｄｒｏｏｍ リニューアルしました！／

キッチン・カップボード ・・・ ｓｕ：ｉｊｉ ＷＮ８０クリア塗装、Ａ型アイアン取っ手

床材 ・・・ コンビットブラッシングオークＶ１５２、ディープブラウン色

吊戸のチェッカーガラスも

レトロな雰囲気で、

こだわりのコーヒーミルが

似合います。

食洗機の扉も

「オール面材扉」にすれば、

キッチンとの調和性抜群!!

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

リビングデザインセンターOZONE 6F

TEL:050-9000-3406／FAX:03-5322-6541

営業時間 10：30 ～ 19：00


