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ウッドワンプラザ静岡
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。

キッチンとテーブルが近いので

お手伝いしたい子どもが参加

しやすいのがとても魅力的。

子どもの成長を近くで感じられます。

Ｉ型壁付けキッチンプラン
□ 空間を広く使いたい

□ ダイニングテーブルとの距離が近い

□ パッと振り返れば家族の笑顔が見える

壁付けのキッチンは作業に集中しやすいうえ、スペースをとる対面式に比べて空間

を広く使えます。ごはんを作りながら聞こえてくる子供の笑い声や、宿題に苦戦し

て、うーんっておもわずでているうなり声。

対面キッチンに比べると会話がしにくいイメージですが、すぐ近くにダイニング

テーブルがあることで、料理中でもキッチンで楽しくお料理をしているお母さんの

気配を感じられ、宿題やお絵かきをする子供たちにとっても安心できるやさしい距

離感です。

Ｌ型壁付けキッチンプラン

Ｐ型・Ⅱ型対面キッチンプラン

Ｌ型キッチンは横方向への移動が少なく、90°動くだけで行き来できる効率的な動

線です。ダイニングとのほどよい繋がりが保てることで同じ空間にいる雰囲気を保

ちながらそれぞれスムーズに作業ができます。朝の忙しい時間にキッチンに人が集

まっても各々が動きやすいのも魅力のひとつ。

Plan3

お互いの作業の邪魔にならないからわたし

が野菜を切っている間に、主人が炒め物を

してくれます。夏休みに遊びにくる可愛い孫

に、とっておきのごはんを作ります!

木の扉なので、かたくなりすぎず温かみ

のある戸棚みたいな雰囲気を出し、落

ち着ける場所に。吊り戸のガラスもレトロ

な雰囲気でお気に入り。

壁付けキッチンだと大きな

テーブルを置いて人が集ま

れる空間に。大きな木の

テーブルだったら夏休みの

宿題中の子供の横でごは

んの準備も、やりやすくてと

ても嬉しい。

水を使って下準備行うシンクと、

加熱調理を行うコンロを二列に分

けるのがⅡ型キッチン。シンクと

コンロそれぞれの脇に作業スペー

スが設けられることで、家族や友

達などとキッチンワークを分担し

やすくなります。

気軽にテーブルとキッチンの往来ができるよう動線を工夫した配置に。

Ｉ型キッチン 間口2425mm×奥行650mm (NZ30/アイボリー色) スイージーカタログP73
□ 家族みんなでお手伝いをしたい！

□ 家族の様子を見守りながら料理をしたい

□ 夫婦や親子でキッチンに立ちたい

□ 洗って、切って、焼いてを短い動線でスムーズにしたい

Ｌ型キッチン シンク側間口2425mm  コンロ側間口1805mm×奥行650mm(WN80/クリア色) スイージーカタログP29～

Ｐ型キッチン 間口2275mm×奥行750mm(NZ30/ミディアムブラウン色) スイージーカタログP61～
Ⅱ型キッチン シンク側間口1545mm×奥行900mm  加熱側間口2125mm×奥行650mm(NZ20/ナチュラル色) スイージーカタログP53～

キッチンとテーブルを横並びにすることで、「お隣の席に座っているような距離感」にも。

甘えんぼのお子様にも、いつでも目と声が届くので安心してテーブルで絵本を読んだり

歌を歌ったりしてとても楽しそう。

Plan2

Ｉ型キッチン 間口2575mm×奥行650mm (OK50/ミディアム色) スイージーカタログP37～

窓のある面にキッチンがあれば明るく風通しもgood。

晴れた日や雨の日、雪の日と季節を感じながらのびのびとごはんの支度ができ

るのも魅力的。

インテリアのような雰囲気をだし

空間を素敵に彩ることができる

スイージーだからこそ

壁付けキッチンがおすすめです!!

ダイニングテーブルを家の中心にして、つながりのあるキッチンを目指すとお料

理の合間に少し顔を傾けたり、背中越しでもお話に参加しやすい。テーブルの

配置が楽しい壁付けキッチンを作る秘訣です!

前に壁があるおかげで、よく使うコーヒーセットやキッチ

ンツールは、棚に見せながら収納。

サッと取れてインテリアにもなる、カフェみたいな雰囲

気をイメージ。

カウンターには炊飯ジャー、トー

スター、コーヒーメーカーを置い

て、セルフで配膳。見渡せる収

納にしたことで、どこになにがあ

るかひと目ですぐ分かり、子供も

お手伝いしやすい優れもの。

ユカオキ

スペースに余裕があれば、パントリーを設置。

ストック用品や普段あまり使わないモノは隠し

て収納。

パントリーは、買い物から帰って

きてすぐしまえる場所にあるの

がおすすめ！

カップボード

無垢の木の収納

スイージーファニチャー

食洗機

Plan1

毎日使うキッチンコモノに指定

席を決めて見せるモノと隠す

モノを分けてすっきり収納。見

える場所こそこだわりたい。

遊びにくる友達に自慢できる空間に。

料理をしながらでもみんな集まって

わいわいおしゃべり。自分たちが

楽しめる場所になりました。

無垢の木の収納

食後はゆったり。お片付けは鍋も洗えるミーレ食洗機にお任せ！

時間にゆとりができたことで一人の時間やお子様との大切な時間がつ

くれます。

カップボード

無垢の木の収納

カップボード

対面式のキッチンですが、テー

ブルとの間にほどよい距離間が

あるため、ダイニングでの団ら

んの時間に落ち着きが生まれま

す。間口が狭くてもテーブルの

位置を工夫することにより対面

キッチンも使いやすく空間を広

く使えます。

いよいよ夏がやってきました！アウトレジャーが楽しい季節です！

でも、暑い日は家の中で涼しく家族で楽しむのもいいですよね♪

毎日立つキッチン空間。

夏休みのお子様やご家族のみんなが自然とお手伝いができるような

スイージーを使った暮らしにあった間取りをご紹介します。

無垢の木の収納



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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８ 月 ９  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/
■内装ドア ソフトアートシリーズから新色でました —グレージュ色－

※イメージ画像です

日本テレビ系水曜ドラマ「偽装不倫」は、「東京タラレバ娘」で
日本中の女性たちの心を震わせた東村アキコ氏の新作マンガをド
ラマ化、幸せになりたい！だけど傷つきたくなくて臆病になって
しまう・・・。そんな揺れる乙女心を抱えながらも懸命に生きる
女性たちに贈る、ハラハラドキドキのラブストーリーとなってい
ます。

「フレームキッチン」と「無垢の木の収納」は、主人公の濱鐘子
（杏さん）と姉・吉沢葉子（仲間由紀恵さん）が住む二世帯住宅
の自宅に使用されており、シックなデザインと、収納物などの自
由なレイアウトでこだわりのある空間を演出しています。是非、
ご覧ください。 https://www.ntv.co.jp/gisouhurin/

本当は未婚なのに、なんで？？？
思わずついてしまった ウソ から生まれた恋。

ちょっとこじれた大人のラブストーリー。
ぜひご覧ください！！！

水曜夜２２時からテレビドラマに登場してます。 ＼大人のピュアラブストーリー♡♡／

7月10日から

水曜夜22:00より

放送中です

New Color

GREGE
Debut!

さわやかな北欧風のスタイリング・・・
そんな空間にはこれまでありそうで無かったニュアンスの
扉が似合う。
天然木の味わいを表現したソフトアートシリーズの多彩な
カラーバリエーションの中に、空間づくりにこだわりたい
ご家庭にぴったりな「グレージュ」が登場しました。
落ち着きと安らぎを添えるニュアンスカラーの魅力を、
お愉しみください。

フレームキッチン 2019年版でました
鉄×オーク 鉄×パイン

表情の違う2種類の無垢の木。
フレームキッチンのある暮らし
始めてみませんか？

詳しくはデジタルカタログをご覧ください。

グレージュ専用カタログがでました
詳しくはデジタルカタログをご覧ください

etc...

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

New Color Debut!
ソフトアート、ピノアースシリーズの新色を展示しています！
是非実物の色味・質感をショールームに見に来てください！

SOFTART PINOEARTH craft

グレージュ色 ライト色 ミディアム色


