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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。

今 注目を集める木という素材

東京オリンピック・パラリンピック開催まで、残り１年となりました！
チケットの発売が開始され、オリンピックムードが徐々に高まってきましたね。
競技が楽しみなのはもちろんのこと、オリンピックに際して新設される競技場も楽しみのひとつ。
なかでも木を使ったデザインが注目されている新国立競技場や有明体操競技場は、一度訪れてみたいものです。

木は、古くから日本の生活でさまざまに加工され、使用されている素材。
そのおかげか、少しでも木が使われている空間にいるとほっとしますね。
しかし、ほっとしてしまっては白熱した試合が繰り広げられる競技会場には向かないのではないか？
と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、自然を感じられる環境下では前向きになりやすく、集中力が発揮されやすいと言われているのです。
これなら競技会場に木が使われているのも納得です！
また、近年ではオフィスの内装に、木をふんだんに使用する企業も増えてきています。

内装空間での木の使用は40〜80％がおすすめ！！

木が快適な住環境をつくる上で良い素材！とはいっても、
住まいづくりでは見た目も大切なポイント。
部屋の内装のうち、どのくらい木を使用すると
人は見た目を好ましく感じるのでしょうか。

床壁天井の全面に無垢の木を使った山小屋のような雰囲気？
もしくは全く木を使わない無機質な雰囲気？

実はそのどちらでもなく、
空間全体の約40〜80％に木を使った部屋を
多くの人が好ましいと感じるそうです。

出典：慶應義塾大学理工学部 伊香賀俊治研究室の実験・実測データ

６月３０日より新章がスタート！ 日曜夜２２時半からテレビドラマに登場しています。

▲ 翔太の自宅マンションのキッチン

【スイージー】

Total Price ￥1,132,700

(搬入取り付け費別途)

◎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

4月14日から

日曜夜22:30より

放送中です

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。

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

翔太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
▲

理想の住まいに近づく あなたらしい木の使い方

働き方が多様化しているこの時代、
週何日かは在宅で、
なんて方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方にはこだわりの書斎をご提案。
集中力については前述の通り、さらには
ストレスも軽減されると言われています。
木を感じる落ち着きの空間。憧れですね！

リラックスしたい場所でも、木は効果を発揮。
寝室の内装の45％以上を木にすると、
よりぐっすり眠ることができるとも言われています。
リゾートホテルや旅館などの内装に木が多いのは
そういった理由からかもしれませんね！

出典：慶應義塾大学理工学部 伊香賀俊治研究室の実験・実測データ

仕事場だけではなく、
子どもがより快適に過ごせるように
幼稚園や保育園なども
木造で建て替えるところが増えています。
そう考えてみると無垢の木をつかった
おもちゃって昔から身近にありますよね。
木に囲まれた空間だと子どもたちも
一層のびのびと遊べそう。

さまざまところで発揮！ 木ならではの効果

木を使った住まいというと「ナチュラル」「カントリー」なイメージを思い浮かべる方も多いかと思いますが、
実際は組み合わせ次第で、いろんなインテリアスタイルに対応できるのです。ウッドワンの無垢の木を使った商品なら、空間
にホンモノの存在感を与えます。

お好みのインテリアスタイルで、ほどよく無垢の木を使った空間。リラックスできないはずがないですね！

翔太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

▲

NZ20の扉は浮造り仕上げ！

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。

無垢の木の収納 書斎プランTH-006

無垢の木のキッチン スイージー

[ 扉：ニュージーパイン®] I型W2550セット価格 ¥559,600～ [ 扉：ウォールナット ] I型W2550セット価格 ¥804,100～

デザインウォール 刻（きざみ）

※上記プラン[刻] 斜め張／ブラウン色 １８枚使用¥185,400

（施工面積：W2.2×H2.6m=5.72㎡）

※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



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

　 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 30 31 25 26 27 28 29 30 31

７ 月 ８  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

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
⑥KITOIRO

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 ≪応募締切 ２０１９年 ≫

ウッドワンプラザ静岡のご案内NEW ピノアースシリーズにクラフトカラードア登場！！

無垢の素材感を活かした建具ピノアースシリーズに、
より木の質感を「際立たせる」仕上がりを追及した
ピノアース クラフトカラードアが仲間入り。

穏やかさと木目の力強さを併せ持つ「ライト色(LT)」と、
落ち着いた色味と躍動感のある木目の
「ミディアム色(MD)」の２色展開で、
無垢ピノアースフローリング クラフト仕上げはもちろんのこと、
オークやウォールナットなどの銘木フローリングにも
相性の良い仕上げとなっています。

様々なインテリア空間に馴染む
ピノアースクラフトカラードアで、木のぬくもり感じる
⼼地よい住空間をつくりませんか？

ライト色（LT）
明るい色味でありながら、
木味を楽しんでいただける仕上がり

ミディアム色（MD）
浮造り加工により、

暗くなり過ぎない趣のある空間を演出

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


