
　
　

　

 

　

 

　

無垢の木を検討する上で一番の不安は、反ったりしないかどうか。
その不安解消におすすめしたいのが「柾目取り」
木目がほぼ平行に並んでいる「柾目」は、
反りにくく狂いが少ないという性質も持ち合わせているのです。

そのため、ウッドワンがこだわっているのが「柾目取り」。
ニュージーランドの森で丹精込めて育てたニュージーパインⓇを
「柾目」に加工。
見た目だけではなく、木を知り尽くしたウッドワンだからこその
こだわりのポイントです！

一般住宅はもちろん、
店舗やオフィスにも
ご提案可能な
ウッドワンの
無垢の木の壁材。
■DESING WALL 刻
■羽目板ピノアース
■鎧天井

木肌の透明感と、
無垢のぬくもりが
壁面を豊かで印象的
に演出。
照明と組み合わせる
ことで、木目がより
浮かび上がります。
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ウッドワンプラザ静岡

※ニュージーランドパインⓇ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

ようやく春風を感じる季節となりました。
さまざまな草木が芽吹く様を眺めていると、なんだかわくわくしてきますね。
そんな自然のあたたかみを家の中でも感じられるように、どこかに木を取り入れたいと考えている方も多いはず。
ウッドワンより、木を選ぶ際のポイントを少しご紹介します。

樹種だけじゃない？ WOODONEならではの木の選び方

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。

無垢の木のキッチン スイージー NZ20 [ 無垢フラット浮造り]

ウッドワンの無垢の木のキッチン スイージーの扉グレードで、
唯一の浮造り仕上げ。
針葉樹らしい伸びやかな木目が感じられる扉デザインで、
無垢ならではのあたかかみを十分に味わえます。

ぜひ一度、ウッドワンプラザでホンモノの素材感をお試しください！

柾目取り＋浮造り仕上げを味わえる 商品ラインナップ

NZ20の標準は、手になじむ掘込み取手。
触れるたびに木のぬくもりが感じられます。

（取手記号：J）

すっきりとしたデザインは幅広いテイストの空間と相性抜群。人気の扉グレードです。

無垢フローリング ピノアース
ニュージーパインⓇを贅沢に用いた、
継ぎ目のない無垢一枚物のフローリング。
木はほかの素材に比べて熱を伝えにくいという性質があり、
タイルやコンクリートのようにヒヤリとせず、快適に過ごせます。
木の質感を見た目でも素足でもお楽しみいただける床材です。

無垢の木の壁材

従来の６色に加えて NEW COLOR・４色
無垢フローリング ピノアースクラフト

一枚一枚表情を際立たせる塗装を施し、
木目の強弱や色の濃淡をより味わっていただけます。

羽目板ピノアース NL色

DESIGN WALL 刻 クリア

靴を脱いで暮らす日本人の生活にもぴったり！

ハンドル、つまみと
組み合わせての提案も可能！

（オプション対応となります）

手触り 足触りで木目を感じてほしい 「浮造り（うづくり）仕上げ」

四季の移ろいや気候の変化によって異なる部分が層となり、年輪となり、
こうしてできた自然の木目を立体的に浮き立たせた仕上げが、浮造り仕上げです。
日本伝統の加工方法で、木の風合いをさらに引き出し、自然のぬくもりが感じられます。
また、浮造りは表面に凹凸を施す加工のため、傷がついても目立ちにくく、素肌に優しい柔らかな手触りも魅力。
「柾目取り」のニュージーパインⓇの木質感を充分に味わうことができる仕上げ方法となっています。

木の気配を感じる住まい、素敵ですよね。無垢の魅力は、なんといってもその豊かな表情。
木とひとことで言っても、淡かったり赤みかかっていたり、個性に富んで同じものがふたつとありません。
愛着湧く木の表情を決めるひとつの要素が木目。木目は樹種によっても異なりますが、
同じ樹種でもどこからどこを挽くかによって、表情がいろいろに変わることをご存知でしたか？

壁の一部に木を持ってくると、
アクセントクロスとはまた異なり、

グッと雰囲気がでますね！

無垢で使ってほしいから より狂いの少ない「柾目取り」

ニュージーパインⓇ は

３０年で 直径 約 cm

に育ちます！

木の質感が味わえる。
且つ、油や調味料などの汚れも

サッと拭き取れる。
ウッドワンのこだわりです！

羽目板ピノアース ＭＢ色

比べてみると印象がずいぶん異なりますね！
「柾目」は「板目」よりも１本の木からとれる量が少なく、ぜいたくな木取りの方法です。

実は、ウッドワンのニュージーランドでの植林事業が今年で３０年目。
一から手掛けて植えた木が、３０年を経て伐期を迎え、
「柾目」のとれるまっすぐな太い木が豊富に準備できました！

木取りで変わる 「柾目（まさめ）」と「板目（いため）」

“力強く雄々しい表情”
丸太の中心からずれて挽き、年輪が山形や筍形になるの
が「板目」

板目取り

“端正で落ち着いた表情”
丸太の中心に向かって挽いたときに現れる、年輪に平行な
木目が「柾目」

柾目取り

床に用いると
適度にすべりくいため、

歩きやすい！ 浮造りの断面



　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31

4  月 5  月

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

ソフトアートシリーズに ストライプデザイン登場 ウッドワンプラザ静岡 からお知らせですＮＥＷ

天然木の味わいを表現した特殊樹脂シート貼仕様のソフトアートシリーズに、
フラットドアを板⼾風にアレンジしたストライプデザインが新しく仲間⼊りしました。
レトロでかわいらしいチェッカーアクリルを合わせたデザインや、すっきりとしたストライプデザインのパネルタイプと、
さらにご提案の幅が広がりました！

木のある空間は、⼾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【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

今回も審査委員⻑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
ウッドワンの指定商品を使用してコーディネートした施工作品を募集致します。
⼾建、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。

【ウッドワン指定商品】
①無垢の木のキッチン

『su:iji』『フレームキッチン』
②デザインウォール
③無垢の木の洗面台

ユニットタイプ/オープンタイプ
④無垢の木の収納
⑤デザイン階段Light

※下記のようなポイントを目安に総合的に選定します

●審査基準
①木のぬくもりを感じるデザイン
②ライフスタイル・ワークスタイルが見えること
③指定商品が空間と調和していること
④指定商品がアクセントとして生かされていること
⑤環境負荷の低減もしくは配慮していること

●入賞特典

最優秀賞(伊藤豊雄賞) ・・・・1作品 100万円

優秀賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2作品 30万円

入賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4作品 10万円

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/

ウッドワン２０１９ 空間デザイン施工例コンテスト ≪ご応募お待ちしております！≫

交通のご案内
・JR静岡駅より車で15分

・東名静岡インターより車で10分

■連絡先

ウッドワンプラザ静岡
ＴＥＬ：(050）9000ｰ3432

ＦＡＸ：(054)237ｰ1155

■アクセス
〒422-8036

住所：静岡県静岡市駿河区敷地1ｰ3ｰ1

試して納得！

木のキッチン

汚れ落とし体験も

大好評！！

いつでもお気軽に

お試しください♪

木の心地よさを

目で見て、手で触って

ぜひお確かめください！

木の心地良さ♬

調湿効果を

目で見て確認！

木のぬくもりを

肌で感じる

体験コーナー☆




