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自然の調湿壁材。アクセントにも良し
＊デザインウォール

2019.5

ウッドワンプラザ静岡

※表示価格は全て税別の本体価格です

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。

もうすぐやってきます。梅雨の季節

梅雨時になると気温はそんなに高くないのに、蒸し暑さを感じませんか？
私たちが快適だと感じる温度や湿度は個人差もありますが季節でも変わってきます。

森にある木は水分を充分に蓄えていますが、製材してある程度まで乾燥すると、周囲の水分を吸放出して自らの
水分を保とうとする性質【調湿作用】があります。まるで天然エアコンですね！ウッドワンのニュージーパイン
Ⓡも、ニュージーランドの森ですくすくまっすぐ育った後、乾燥して扉や床や壁などに生まれ変わります。

おうちに木をつかって快適に生活をしてみませんか？？

令和元年。新元号となり、この先の時代がどう変わっていくのかが楽しみですね。
新たに住みごこちのいい健康的で快適な住まいづくりを考えてみませんか？ウッドワンからのご提案です。

結露の発生

カビ・ダニの繁殖
インフルエンザ

ウィルスの流行など

快適！

人に快適とされるのは

湿度４０～６０％

不快・・
不快・・

快適湿度

４０～６０％

床や扉、壁材に無垢材を使用することで木が湿度を調整し

天然のエアコンに

水分を吸って

すくすく成長します

無垢だと結露の少ない

快適な空間に。

無垢とシートではこんなに変わります。

調湿作用は加工後も木が生きている証です

①湿度を４０～６０％に保てるためダニやカビ、ウィルスの

繁殖を抑えることが可能

②室内の湿度変動が少なく体への負担が減る

③表面がべたつきにくいため梅雨時でも素足で快適に過ごせる

④自然の除湿剤のため、省エネで経済的にもお得

無垢材がもたらす調湿作用のメリット

こもらせない！大事な衣類を守ります ＊無垢の木の収納

クローゼット内って湿気が気になるし

開けっ放しにしちゃうなぁ

無垢の木の収納 [タナモノ×カナモノ]Total Price ¥.143,900扉をなくしてアパレルショップのようなオープンクロー
ゼットに。扉がないことで空気がこもることがなく換気を
しながら魅せる収納として活躍。
どんなモノを置いても素敵な空間になること間違いなし。
雨の日はおうちでファッションショーも楽しいかも！？

保存食品や食器などの収納に便利なパ
ントリーも通気性に優れた無垢ルー
バー扉がおすすめ。

▲

内装仕様 採用建材
内装建材に期待

できる最大調湿量
室内湿度を70％から50％に
調湿することができるか？

対象部位面積
（m2）

床 35.6 無垢ピノアース

壁 30.3
1面デザインウォール

（17m2）

天井 33.5 ビニールクロス

建具 2.2 無垢ピノアース

木の建材に
囲まれた空間

【ｼﾝﾌﾟﾙﾅﾁｭﾗﾙ】
414g/LDK 十分期待できる

天日や機械で、収縮が少ない

状態まで乾燥させ、伸び縮み

を最小限に抑えます

【育林】 【乾燥】 【加工して製品に】

【住まいを快適に】

オシャレなこだわり空間にしたい。でも、シートに囲まれた内装だと、湿気を吸う力はないので梅雨の時期はべたつき調湿することは難
しい。。無垢の木の空間も素敵です！木を程よく使うと調湿作用によりべたつきが気にならず快適に過ごせます。

べたつき少なく足腰への負担も少ない。
＊無垢床材 ピノアース

【無垢建具】ピノアースルーバー折れ戸

間口6尺の場合 ¥.146,400

【無垢キッチン】スイージー(NZ30)

Total Price¥.1,306,200

▲

ピノアースシリーズの無垢ルーバーは通風を良くし、収納内部のカ
ビ・ダニの発生を抑えることができます。カビの原因とされる結露を
防ぎ、ルーバーによる通気と木材のもつ自然の調湿作用のダブル効果
により、快適な室内空間を演出します。

人にも家にもやさしい。通気する扉 ＊無垢クロゼット
ルーバータイプ

つぎはぎのない天然の扉。
＊無垢建具 ピノアース

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。

【植林】

植林後３０年かけて

育てます

≪木≫を住まいに使うと、夏場や湿度が高い時期は木が水分を吸って、
冬場や乾燥した時期には夏場吸った水分を放出することにより、湿度
を40〜60%程度に一定に保ち快適な空間をつくることが期待できます。
そして木のもつ調湿作用により結露やカビも抑制でき空気をきれいに
快適に保つこともできます。

快適！

■こんな風通しのよい工夫もあります■

■床面積 ３５．６㎡

■空間容積 ６２㎡

単位面積当たりの

吸放湿量（g/m2）

パイン無垢材 シート貼りの板

湿気を吸収しているので

ケースには水滴が付着しづ

らい。

水分を通さないため吸収性は

限りなくゼロ。ケースの内側に

は、水滴が付着。

7.5（g/m2） 0（g/m2）

この部屋の湿度が７０％と５０％では、空間の水分量が２４８ｇ違います。画

像の様に＜無垢の床、壁１面、ドア＞を使った場合、木の面積が５５．２㎡

あるため、ＬＤＫから４１４ｇの水分を吸ってくれ、湿度が６０％下回ることに

なり、快適空間が期待できます。

（例）シンプル ナチュラル スタイル 木質化は全体の40～80％を目安に

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。
べたつきが気にならず足ざわりも最高です。

快適な住まいづくりへのご提案

表面の浮造り仕上げにより、やさしい木目、暖
かみのある手触りです。空間に美しい立体感を
演出します。

無垢材の反りや伸縮は、木取りによっ

ても異なるため、ピノアースは幅方向の

伸縮が少なくて反りにくい柾目取りにし

ています。

まさに日本の梅雨のシーズンが大好き

ということになりますね。

カビやダニが元気になるのは

温度２０～３０℃で

湿度６０％以上のとき!!!

湿度
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※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



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

　 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

5 月 6  月

ウッドワンプラザ静岡のご案内

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

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/

日曜夜２２時半からテレビドラマに登場してます。 原田知世さん 田中圭さん主演！

日本テレビ系日曜ドラマ「あなたの番です」は、秋元康氏の企画・原案で 隣人たちの疑⼼暗⻤の渦に
飲み込まれる夫婦が、超難解な連続殺人の 謎に挑む半年間のノンストップ・ミステリー！となってい
ます。 「スイージー」は 、主 人 公 の 原 田 知 世さん（手塚奈菜）と田中圭さん （手塚翔太）が演
じる新婚夫婦の自宅マンションに使用されており、無垢の 木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の
癒される空間を演出しています。 また、デザインウォールは二人の寝室とマンションエントランスに
設置されています。是非、ご覧ください。

▲ 奈菜の自宅マンションのキッチン

【スイージー】Total Price ￥1,302,605
(搬入取り付け費別途)

▲奈菜の自宅マンションのエントランス[デザインウォール]
□瓦デザイン

長さ 2727×152×11.5(mm)

設計価格 塗装品￥19,700/1枚 無塗装：￥15,200/1枚

◎こんなキッチンになってます！

【間口2425mm×奥行750mm×高さ850mm】

・ＮＺ20/ナチュラル色/J型掘り込み取っ手

・人大グループ2/グラニットマットホワイト

▲奈菜の自宅マンションの寝室[デザインウォール]
□菱デザイン

長さ 2727×152×11.5(mm)

設計価格 塗装品：￥19,700/1枚 無塗装：￥15,200/1枚

4月14日から

日曜夜22:30より

放送中です

木の表面を磨きあげ木目

を立体的に浮き立たせる

技。無垢材ならではの風合

いが際立ち、ぬくもりを感じ

る手触りも楽しめます。

NZ20の扉は凹凸のある

何度も触りたくなるような

浮造り仕上げ。

https://www.ntv.co.jp/anaban/

※イメージ画像です

NZ20の扉は浮造り仕上げ！

瓦デザイン

菱デザイン
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


