
 

 

　
　

　  

 
 

　

 

　

”本物の木の扉だけど水や汚れが染み込まない”
”本物の木だから木口から剥がれたりしない”
そんな安心感もストレスなく⻑く使って頂けるポイント！

◆お手入れラクラク本物の木の扉

汚れが染み込まない。
木口が剥がれない。

2019.6

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

梅雨入りが始まり、季節が夏へ移り替わる準備が始まりました。
⻑雨が続くこの時期は何だか家事も億劫になりがち。できるだけ時間をかけずにスムーズに家事ができたら、
いいですよね。スイージーの家事ラクポイントをご案内いたします。
無垢の木のキッチン スイージーの家事ラクポイント

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。

引き出しや扉もお手入れラクラク、木が持つほっこり感がゆとりをくれる

使った食器は時短で洗おう

オプションアイテムを使うとシンク内が３段で使えるシンク。洗い
物を避けて調理をしたり湯切りをしたり。忙しい調理を気兼ねなく
マイペースで行えます。

汚れやすい加熱機器まわりもお掃除ラクラク

効率良く下ごしらえ。シンク廻りのおススメポイント

◆ステンレススクエアマルチシンク ◆シンク下オープンキャビネット
/３色分別ごみ箱セット

シンク下オープンキャビネットを選べば、
ゴミの出やすいシンクのそばにゴミ箱を置
くことができてサッと捨てられます。

◆ノンスリップマット
細かな物をしまうことの多い引き出しは、開閉による収納物
の転倒を軽減するノンスリップマット付。マットは取り出し
て丸洗いが可能。

◆木のカトラリートレー

●庫内容量は160Ｌ なんと12人分
１日分の洗い物も１回で洗うことも可能
●食器以外のお鍋、フライパンなども
入れられます

１段目高さが可変

するｶﾄﾗﾘｰﾄﾚｰ

２段目高さが３段階可変

するﾊﾞｽｹｯﾄ

３段目最大高さ31cm

まで入れられるﾊﾞｽｹｯﾄ

ゴミ箱のフタはフックが付いており、
押し開けた状態
でキープ可能。
フタが汚れるのも
防げます。

扉材と同じ樹種の木のカトラリートレー。
オプションでアイテムを追加する事も可
能。自分らしくカスタムできます。

木のカトラリー
トレーがお出迎え。
ほっと安らぎます。

丸ごと洗えて
すっきり！！

ミーレ社製 食器洗い機
「Ｗ60cmタイプ」

導線の良いシンク廻り

汚れるところは最小限に

時間も水も節約！

キッチンにいる時間を楽しく

家事ラク商品 等を選ぶとお得に！ 次世代住宅ポイント制度

三角パーツやコの字型仕切りを
組み合わせて使いやすく。

カゴが大きくて
食器がセットしやすい

ワンズキューボ

掃除しやすい
レンジフード

ビルトイン
食洗機

ビルトイン
自動調理対応コンロ

節湯水栓

内窓
『モクサッシ』

断熱パネル
『あったかべ』

手すり

廊下幅等拡張

詳しくは最寄りの弊社営業所窓口まで
お問合せ下さい。
最新情報は、次世代住宅ポイント
事務局のホームページまで。
→https://www.jisedai-points.jp/

ウッドワンの対象商品

次世代住宅ポイント制度とは消費税率10％で一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築や
リフォームをする方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行される制度です。取得したポイントは『省エネ、環境配慮』、『防災』、
『健康』、『家事ラク』、『子育て』、『地域振興』等に関連した商品等に交換できます。この機会にお得な商品を選んでみてはいかがでしょうか？

リンナイ㈱製
ガラストップコンロ
「デリシア」

●熱を逃がすアルミ素材をトッププレート下に仕込むこ
とで、汚れや拭きこぼれの焦げ付き・こびりつきを軽減
。
●スマホの専用レシピアプリと連動。通勤中や休憩中に
夜のメニューを決めて、帰り道に買い物。帰宅してコン
ロにレシピを呼び込めば、簡単においしい１品を仕上げ
てくれます。

■次世代住宅ポイント制度対象商品

日立グローバルライフ
ソリューションズ㈱製

ＩＨクッキングヒーター
「ラク旨グリル・ラク旨オーブン」
●専用のクリル皿が油の飛跳ねをガードするので庫
内が汚れにくくお手入れ簡単。
●グリル部分でノンフライ調理や過熱水蒸気調理な
ど多彩な料理を手軽においしく楽しめます。

グリル皿が深めに
なっているので庫内に汚
れを残しにくい

■次世代住宅ポイント制度対象商品

■次世代住宅ポイント
制度対象商品

家事ラク商品 家事ラク商品 家事ラク商品

富士工業㈱製
レンジフード
「オイルスマッシャー」

おススメ
家事ラク対象商品

■次世代住宅ポイント制度対象商品

おススメ
家事ラク対象商品

大人数のカトラリーも余裕。

W60cmタイプは一部高さが可変しますEcoプログラムなら

手洗いに比べ約1/15の水量で洗えます！

お近くのウッドワンプラザで、
お手入れ体験ができます！

●吸入口にある回転ディスクまでで油煙を
約90％キャッチし、レンジフードの内部や
ファンのお掃除が不要です。ディスクの
油は水で洗い流せるので、面倒なつけ置
き洗いやゴシゴシからも解放されます。
※1：お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味
ではありません。普及製品：BDR-3HL（富士工業製）の1年間相当
の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年と
なるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要が
ないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃する
ことを前提としています。

2019年10月の増税に向け、住宅購入や
リフォームを支援する制度です。



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

６月 ７  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

営業日のご案内

ウッドワンプラザ静岡 からお知らせです

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/

入れられます

【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

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。

※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

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！≫

◆”ＫＵＲＯＭＵＫＵ” カタログ 2019年版が出ました！

フレームキッチンや、⿊いフレームと無垢の棚板の収納を掲載
している『ＫＵＲＯＭＵＫＵ』カタログの2019年版が出ました。
新たな設備機器を追加ラインナップしています。
次世代住宅ポイント制度の対象になっている商品も記載
しております。
お近くの営業所、ウッドワンプラザまでご依頼くださいませ。

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

素敵な展示を多数取り揃えております。

是非ウッドワンプラザ静岡へ、お立ち寄り下さいませ。


