
 

 

　
　

　  

 
 

　

 

　

[独立ユニット]の外
側に連結します。

[独立ユニット]と
[独立ユニット]の間に

連結します。

／＼

この秋のドラマも見逃せない！！ ウッドワンの商品が出演中！

2019.11

ウッドワンプラザ新宿
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。

どこかで・・・見たことありませんか？ こんなところにフレームキッチン！
今秋のドラマだけじゃないんです。
これまでにウッドワンのキッチンを使って頂いたドラマは、
フレームキッチンだけでも６番組！！
スイージーだと１５番組なんです�

売れっ子ですね！
みなさん見覚えありませんか・・・？

偽装不倫

「フジテレビ系
毎週月曜９時より放送中

※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

① ②

④ ⑤ ⑥③

東京タラレバ娘 カンナさーん！

隣の家族は⻘く見える dele（ディーリー） 義⺟と娘のブルース

フレームキッチンは、無垢の木とステンレスと鉄のフレームのシンプルな組み合わせ。
自立できる[独立ユニット(シンク・加熱機器)]と、連結して使用する[連結ユニット(調理・収納)]のカスタム。
間口や空間スタイルに応じて多彩な組み合わせができるので、わたしらしく使い勝手のよいキッチンがつくることができます！

住まうひとにぴったりのフレームキッチンを朝夕が涼しくなり秋を感じる季節になりましたね。
秋を彩るもみじやいちょう並木の中をお散歩するのも秋ならではの楽しみです。
昼はお散歩、夜はテレビを見ながらまったりするのもいいですね。
ウッドワンの商品もテレビに登場しているのをご存知でしたか？？

SPEC

フレームキッチンのもつ素敵な魅力

その １ 作業効率をよくする

扉がついていないので、開け閉めなくモノを
出したり片づけたりができます。
お料理中にすぐ使いたいフライパンやボウル
がワンアクションで取り出し可能に。
作業の手間を省くことができます！

その ２ 見渡せるしまい方 古き良き日本の流し台

どこになにがあるかひと目でわかる置き方が可能なフレーム
キッチン。モノが見えていてもそれがなんだか馴染んでみえ
るんです。
モノのありかが分かるから、お子様がお手伝いを自然と身に
ついていく暮らしもできますね。

棚、流し台、煮炊きをするところがあり、シンプル
なつくりが昔ながらの懐かしさも感じられます。素
材も昔からあるものばかりなんです。
新築、リフォーム問わず昔ながらの日本の良さを取
り入れるのもいいかもしれませんね。

見た目も雰囲気も、好きだけど使いこなせるかなぁ・・・とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実はどんなモノを置いても馴染んでくれるフレームキッチン。その使い勝手とデザインの魅力をご紹介いたします。

調理スペースのワークトップは、２種類の樹種[オーク］［ニュージーパイン�]または、ステンレスバイブレーションから

フレームキッチンではカウンターが分割式のため、継ぎ目が発生します。継
ぎ目部分はコーキングで処理することで、水分の浸入を防ぎます。
［カウンター分割式だからこその良さ！］
カウンター分割式＝現場搬入がとてもラクラク！リフォームや狭小住宅、階
上げ設置もしやすいメリットも(^o^)

↓集成オーク ↓集成ニュージーパイン� ↓ステンレスバイブレーション

天井から吊り下げても開放感を保て
るデザインのテンツリも採用。

好みにあわせて選べるワークトップ

フレームキッチンなどは、主人公のシャーロックと
ワトソンが共同生活するマンションに設置されてお
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！

◇名前：フレームキッチン
■形状：Ｉ型
□間口：2m45cm
□奥行：65cm
■総合計価格：1,356,100円
□本体価格 ：697,200円
□設備機器価格 ：658,900円

レトロモダンな
デザインが良く
馴染む水栓
￥110,000

浅型食洗機もミーレ食洗機もOK！
￥78,400

スタイリッシュでお手入れ簡単な
センターフード ￥307,000

全面ゴトクで
お鍋の移動も
らくにできる
コンロ
￥135,000

ミーレ食洗機なら、
W60cmもW45cmも
セット可能です。

フジテレビ系月曜ドラマ「シャーロック アントールドストーリーズ」に、「フレームキッチン」や「無垢の木の収納」を
美術協力いたしました。シャーロックは、世界一有名なミステリー小説「シャーロック・ホームズ」を原作にした、ミステ
リーエンターテインメントです。名探偵・シャーロックと医師・ワトソンがバディを組んで難事件を解決していく古典ミス
テリーの傑作は、誕生から１３０年経った今なお世界中で愛され続けています。
今回のドラマでは令和の東京を舞台にスリリングかつ痛快なテイスト！
謎解きだけではなく、キッチンや内装もぜひ注目してみてください！

【ウレタン塗装水まわり仕様】

平面はもちろんのこと、
木端面、木口面もしっかり塗
装しています。

※表記はすべて税別価格です。
取り付け費等含まれておりません。
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[片側連結ユニット]
調理・収納

[独立ユニット]
シンク

[両側連結ユニット]
調理・収納

[独立ユニット]
加熱機器

木製カウンターは、万が一水分が浸入しても、カウ
ンター木口まで「ウレタン塗装水まわり仕様」を施
しているのですぐに腐食することはありません。

引き出しをあけて
モノを出す...

引出しの場合だと・・

フレームキッチンの場合だと・・



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

　

１１ 月 １２  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/

ウッドワンプラザ新宿 のご案内

きままに木のある暮らし −インスタグラム―

木のある暮らしをテーマに暮らしのスタイルや今のライフスタイルにあった木とのかかわり方をご紹介しております。
今号でご紹介をしたフレームキッチンも含めて木のキッチンのユーザー様のご紹介もしております。
選び抜かれた小物や家電、暮らしのアイデアは必見です。ぜひフォローしてくださいね。

#ウッドワン
#スイージー
#suiji

ユーザー様による素敵なキッチン写真
ぞくぞくとアップされています!!
ぜひ検索してみてください♡

「大人のバイオリン教室」で出会った年齢も立場
もバラバラな３人の男女。
恋か、愛か、はたまた友情か、人間関係もバイオ
リンも一筋縄ではいかない・日常に起きるほんの
些細な出来事が織りなす、奇跡のハーモニー。
「デザインウォール」は、物語の舞台となる「大
人のバイオリン教室」のロビーの壁面に設置され
ており、光の陰影を活かした空間演出がされてい
ます。是非ご覧ください。

ＴＢＳ系
毎週火曜１０時より放送中

「
」

デザインウォールもテレビ出演しています。 － 壁材 —

DESIGN WALL
［不燃パネル］

DESIGN WALL
［木の壁材］

作業の手間を省くことができます！ り入れるのもいいかもしれませんね。

デザインウォール
［ 波 ］

10種の個性的なデザインをラインナップ。
イメージに合わせて塗装品も選択可能。
造形と色彩の美の競演により、ワンランク
上の空間を実現。

木質柄11種、石目柄4種のデザインをラインナップ。
多彩な表現力で魅せる意匠パネルはそれぞれに異なる美の姿
を追求。また、防火性能に優れた不燃認定の意匠パネルは、
人の集まる商業施設やホテル・旅館など、内装制限が定めら
れた公共空間の仕上げ材にも最適。

詳しくは、カタログ・ウェブカタログを
ご覧ください 詳しくは、カタログ・ウェブカタログを

ご覧ください

followni

※詳細は弊社HPのチラシを
ご参照ください。

キャンペーン内容
①まずは公式アカウントをフォロー。
②指定のハッシュタグをつけて

ショールーム内写真を投稿。
③投稿したとわかる画面を

プラザスタッフへご提示ください。
④素敵なポストカードと

お菓子をプレゼント！！

ウッドワンプラザ新宿ご来場者様限定キャンペーン！！

♯woodone /♯ウッドワン
♯suiji / ♯スイージー
♯ウッドワンプラザ新宿

左下のコードから
気ままにフォローしてください♪

開催期間：2019/11/02(土)-12/01(日)※水曜日定休

※年末年始休館日

12月27日（金）～1月3日（金）

〒163-1006

東京都新宿区西新宿３－７－１ 新宿パークタワー

リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ ６Ｆ

TEL：050-9000-3406／FAX：03-5322-6541

営業時間 10：30～19：00

＜ご案内の最終受付時間は17時となります。＞

OZONE無料シャトルバス
新宿西口「エルタワー」

1階三菱東京UFJ銀行前から

約10分～15分間隔で運行

新宿ＷＥバス(¥100)

新宿駅西口（京王百貨店前のりば21番）

から新宿ＷＥバス

「パークハイアット東京前」下車


