
 

 

　
　

　  

 
 

　

 

　

９月になりましたが、まだまだ暑い日が続きますね。月末になるとぐっと秋めいてくるこの時期は気温が不安定で
服装の調整も難しいですよね。暑い夏も寒い冬も、お家の中は楽しく、快適な空間にできたら嬉しいですよね。
木を使って居心地の良いお家にリフォームしてみませんか？ウッドワンからリフォームのご提案です。

リフォームのきっかけで多い理由は”設備の老朽化”や”使い勝手の
向上”などが挙げられますが、”安心してくつろげる”、”趣味や余暇
を楽しむ空間にしたい”など取り換えるだけのリフォーム
だけではなく快適に暮らせる空間づくりや自分らしさを求めたリ
フォームも増えてきています。快適でホッとくつろげる
空間づくりには調湿作用や断熱効果が得られる無垢の木が
ぴったり。また⻑く使い込む程に味わいが増していく無垢の
木は、ますます我が家に愛着を感じて頂けます。

快適空間を求めたリフォーム需要

癒し

効果

調湿

効果

断熱

効果

世代を問わず、優しい木のぬくもりを味わえる空間におススメ。
ニュージーパイン®の無垢材を使用したピノアースシリーズでほっとする快適な空間へ。 断熱

効果
省エネ

効果
MOKUサッシ
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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。

※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

調湿

効果

転倒

防止

無垢ピノアースクラフト
ミディアム色
￥21,000/坪

上貼り

施工可

■ガスコンロ
〈ハーマン〉ガスコンロ
[ラックリーナ]DW31N9WAAFSTEWO
￥216,000
吹きこぼれた時にも焦げ付きにくいアルミ素材の
天板で汚れがさっと拭き取り可能。オートグリル
や炊飯モードなどの便利な機能付きで調理の際の
サポートも充実。

■ハンドシャワー混合水栓
〈KOHLER〉K-99261-CP ￥119,500

家事

ラク

家事

ラク

＊無垢の木の収納

書斎プラン【TH−006】￥439,500

リビングの一角に趣味コーナーを
設けて趣味の時間に没頭。
間取りに合わせて棚板をサイズ
オーダーできて無駄なスペース
ができにくく、巾木を避けて
設置ができるから後付け
しやすいのも嬉しいポイント。

趣味

時間

後付け

施工可能

大人になった今だからこその、こだわりの空間におススメ。
子育ても一段落。新築当時はできなかったお家のあれこれにチャレンジ。キッチン導線も短くして、家事ラクに。

あこがれていた木のキッチン。扉や取手、ワークトップの
種類も豊富で様々な空間に合わせてコーディネートが可能。
本物の木だからこその、二つとない我が家だけの表情を
楽しめます。

＊無垢の木のキッチン スイージー

←大規模リフォーム工事であれば、キッチンをL型に配置して、シンク、
調理台、冷蔵庫、食器棚をテーブルから近い配置に。導線が短くなり調理、
配膳、片付けがスムーズに行えます。リビングから見た時も木のキッチン
なら敢えて見せたい自慢のキッチンになります。自分

らしさ

家事

ラク

画像のキッチン
セット価格

￥1,950,700
※スイージーI型2550㎜

セット価格 ￥390,000〜

加熱機器部調理・収納部

＋

Ⅱ型（コンロ側）
プラン例

マンションリノベにおススメ。木を使ったおしゃれな空間に。

個性的だけでなく、みんなで使いやすい。マンションリノベに適したキッチンです。

木とアイアンがかっこいい見渡せる収納のフレーム
キッチン。見渡せる収納は何がどこにあるかが分かり
やすいから家族みんなが使いやすい。ワークトップは
分割式、フレームもノックダウン式のフラット梱包
なので搬入間口が限られやすいマンションリノベに最適。
インダストリアルのテイストだけでなく和風のテイスト
にも合うキッチンです。シンク部、調理・収納部、加熱
機器部を組み合わせてレイアウト。調理・収納部分の
サイズが豊富でシンク部分、加熱機器部分と組み合わせて、

＊フレームキッチン 自分

らしさ
家事

ラク

フレームキッチン

フレームキッチン オーク

多彩な

プラン

P型

Ⅱ型

調理・収納部 シンク部

＋

Ｉ型

今ならお得にリフォームできるチャンスです。
〈請負契約・着工〉2019年4月1日〜2020年3月31日
〈お引渡し〉2019年10月1日以降（消費税10％適用）
対応商品についてはお近くの営業所、ショールームまで
お問合せ下さいませ。

マンションリノベで使いやすい
奥行680㎜アイランド仕様が

特注可能になりました！

Ⅱ型（シンク側）

次世代住宅
ポイント制度

次世代住宅
ポイント制度

対象

ニュージーパイン®

↑スウィープの時

果物や野菜を優しく洗える「ベリーソフ
ト」、空気を含んだ泡のような「エアスト
リーム」、面の様に幅広く出るシャワーで
まな板や大皿などの広い面積のものを効率
よく洗う「スウィープ」の３つの吐水タイ
プを作業に合わせて切り替えできます。

木目を立体的に浮き立たせる
ことで木肌の美しさや素材感
を引き出し、無垢材ならでは
の風合いがいっそう際立ちます。

既存の床に上貼り可能な無垢フローリング。
床を剝がさずに施工ができるので、短期間での工事や
ゴミの出にくい工事が可能です。あたたかみを感じる
素材且つべたつきが少なく、足腰への負担も少ない
のが特徴。木目を生かした浮造り加工は靴下を
履いても滑りにくく転倒しにくい為、小さなお子様や
お年寄りも安心です。

断熱、省エネ、遮音効果のある無垢の木の二重窓。

MOKUサッシで使用している木枠もニュージーパイン® を
使用しています。既存窓とMOKU サッシの間の空気層に
より屋外と室内の温度差をしっかり遮断するので、暖房や
冷房効果が逃げにくくなる他、結露も起きにくくなりカビ
やダニの発生防止なります。木はアルミや樹脂よりも熱を
伝えにくい為、二重窓の断熱性をさらに高めます。

MOKUサッシ断面図

■浮造り加工

＊無垢フローリング ピノアース６ｍｍ ＊MOKUサッシ

２重構造で

防音

空気層で

断熱

モクサッシ
今ある窓

アルミレール

厚さ

6㎜

床見切りや框などの造作材も
ご用意しております。

次世代住宅
ポイント制度

対象

調理・収納部 シンク部 加熱機器部調理・収納部

＋ ＋＋

シンクが中央にくる配列
シンク部 加熱機器部調理・収納部

＋ ＋

シンクが端にくる配列



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

　 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31 28 29

30 31

9 月 10  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/

ウッドワンプラザ限定企画 無垢の木のキッチンご成約キャンペーン 開催中です！！

もれなく人気の「箸置き」プレゼント！！
さらに嬉しいWプレゼント！
下記、２つのコースからいずれかをお選びいただき、ウッドワンプラザにてお申込み下さい。

キャンペーン期間中に、ウッドワンプラザで無垢の木のキッチンをご成約頂きましたお施主様に

2019年10月31日(木)まで

2019年9月2日(月)〜2020年3月31日(火)
※上記期間に弊社を出荷し納品する商品を対象とさせていただきます。

無垢の木のキッチンスイージー、フレームキッチン、
ちっちゃいスイージー（セレクトパックは対象外となります）
※お申込み多数の場合は、景品をやむを得ず変更させて頂く

場合がございます。

※他のキャンペーンなど成約特典とは併用できません。

お申込み期限

キッチン納品期限

対象商品キャンペーン詳細

ご来場お待ちしております！！

キャンペーン期間

2019年

8月17日（土）

10月31日（木）
▼

木のある暮らしを見つめるサイト
「moku.me」（もくめ）は、
「Ki-Mama」（きまま）に生まれ
変わりました。木のある暮らしを
もっと気ままに楽しんでもらえる
ように、気ままに木のある暮らし
を綴っていく場所でありたいとの
想いが込められています。

＃ウッドワン ＃スイージー ＃suiji

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


