
 

 

 

 

 
 

 

 

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。

2020.6

ウッドワンプラザ新宿

梅雨の季節がやってきました。今年はいつの間にか桜が散って新緑が深まり、気づけば梅雨入りはいつかと気に
掛ける時期になっていたと感じる方も多いかもしれませんね。
こんなときだからこそ、気持ち的にも じめじめ しない心地よいお部屋づくりを心掛けていきましょう！

外から帰ったら、まず手洗い。
今までもちゃんと行われていた方もいらっしゃると思いますが、
最近より強く意識されるようになった方、多いのではない
でしょうか？厚生労働省が示した新しい生活様式の実践例にも
「まめに手洗い」と明記されていましたね。
家に帰ったら、必ず洗面所に立ち寄り、しっかり手洗い。
うっかり忘れがないように、習慣化していきたいものですね。

新商品情報 第２弾は、無垢の木のやさしさをサニタリー空間でも
味わっていただける洗面台をご紹介。
今回は特にユニットタイプのアイテムが充実しました！

さまざまな空間に似合うアイテムが追加となっていますので、
思わず洗面所に足を運びたくなるような、
あなた好みの洗面台をぜひ見つけてみてくださいね！

１．Ｎｅｗ Ｉｔｅｍ ＊タイルカウンター＊
2020年度

新商品情報 ー洗面編ー

第２弾！
気軽に造作の雰囲気を味わっていただけると人気のウッドワンの無垢の木の洗面台。
その中でも、ひと際目を引くタイルカウンターに新しいタイルが加わりました。
今までのタイルと合せると、計８種類。 選ぶのが益々悩ましいですね！

もちろん従来のタイルと同じく、
岐阜県東濃地域の窯元で丁寧に
作られた美濃焼のタイルです！

３．Ｎｅｗ Ｉｔｅｍ ＊ボウルと水栓＊

[  C型陶器ボウル ]

４．Ｎｅｗ Ｉｔｅｍ ＊ワイドタイプ＊

シンプルなボウルと水栓が仲間入り。
新しくラインナップに加わったC型陶器ボウルは、シンプルなスクエア形状のデザイン。
リム（フチ）が薄く、陶器の高級感とエッジの効いたモダンなデザインが楽しめます。
ポップアップ式排水仕様で日常の使い勝手にもこだわったボウルです。

このＣ型陶器ボウルとの組み合わせで、特におすすめな水栓が、
ZUCCHETTI（ズケッティ）社というイタリア有数の水栓金具メーカーのシングルレバー水栓（モダンタイプ）です。
C型陶器ボウルとの相性の良いスクエア型のデザインで、空間にしっくり馴染むよう、ソフトさとシャープさを
絶妙に組み合わせたデザインとなっています！
その他にも、シンプルなデザインでどんな空間にも馴染むTOTO製のシングルレバー水栓や、
有機ガラス系で水アカが付きにくく、お掃除しやすいパナソニック製の有機ガラス系シャワー水栓が新登場。
お気に入りのアイテムを組み合わせて、ぜひ理想の洗面台を作り上げてください！

ZUCCHETTI製
[  シングルレバー水栓（モダンタイプ） ]

TOTO製
[  シングルレバー水栓 ]
（節湯Ｃ１）

パナソニック製
[  有機ガラス系シャワー水栓 ]
（節湯Ｃ１）

さりげなく刻まれる
ZUCCHETTIの印字が
ポイントです。

※ボウルと水栓の組み合わせには決まりがございます。

従来のW775mm/W945mmに加え、W1075mm/W1245mmサイズの大きめ洗面台もお選びいただけるようになりました！
広めの洗面所の方にオープンタイプだけではなく、ユニットタイプでのご提案も可能に。
トップは人大一体型カウンターボウルと、人工大理石カウンター＋陶器ボウルの２種類からお選びいただけます。

広々とした洗面台は時間のない朝や、
ゆっくりとボディケアしたいお風呂上がりの時間にも、ゆとりを与えてくれます。
生活感を感じさせない洗面所、憧れますよね！

[ 人大一体型カウンターボウル ] [ 人工大理石カウンター＋陶器ボウル ]

透明感のある人大カウンター
と陶器ボウルが、より高級感
のある仕上がりに！

一体型カウンターで
お手入れラクラク♪

２．Ｎｅｗ Ｉｔｅｍ ＊NZ20 フラット扉＊

ご要望いただく機会が多かった、
NZ20 フラット扉が、洗面台でもお選びいただけるようになりました！
扉表面には浮造り加工が施しており、手触りでも木の風合いを味わって
頂ける扉グレードとなります。
すっきりとしたデザインは、
どんなテイストの洗面所にも
馴染みますね！

ﾅﾁｭﾗﾙ色 ﾎﾜｲﾄ色 ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ色｜NZ20｜

２段引出も
仲間入り！

既存のタイル(15mm角)
より大きなタイルで
すっきりシンプルな印象！

デジタルカタログ公開中！

無垢の木の洗面台
2020年度カタログ

｜EA｜ホワイト×ホワイト｜
普遍的でシンプルな真っ白のタイル。
洗面台に清潔感をプラスしてくれます。

｜EB｜ホワイト×グレー｜
普遍的でシンプルな真っ白のタイル。
グレーの目地で程よく空間が締まります。

｜EC｜マットグレー｜
燻したような深みのあるグレー色。
モダンな空間にマッチします。

｜MA｜ブルー｜
湘南の海を思わせる⻘色。
サーファーズハウスにぴったり。

50mm

50mm

50mm

25mm

ぜひウッドワンプラザにてサンプルご確認下さい♪



 
 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31

 

６ 月 ７ 月

■…休館日

営業日のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、営業日・営業時間が変更になる可能性がございます。

ご来場の際はホームページをご確認の上、お越しください。

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「木のある暮らし」を楽しむサイト Ki-Mama に新しいコンテンツが登場！

ウッドワン空間デザインアワード２０２０ ≪ ご応募お待ちしております！ ≫

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例作品を募集いたします。
⼾建・マンション新築部門、店舗・非住宅新築部門、リフォーム・リノベーション部門いずれかの施工例作品でご応募ください。

木のある空間は、⼾建て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、
自然素材を生かしたここちよい解放感やぬくもりを
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【空間デザインアワード2020 専用ウェブサイト】
https://woodone-contest.com/ よりご覧ください。

[選考対象使用商品]
①無垢の木のキッチン ④無垢の木の床
②無垢の木の収納 ⑤KITOIRO・デザインウォール
③無垢の木のドア ⑥階段

他、ウッドワン商品すべてが対象です。

ウッドワンプラザでは、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、お客様の安全を第一に配慮し、

当面の間 【 完全ご予約制】 とさせていただきます。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。

Ki-Mamaサイトに新コンテンツ「Lifestyle」が追加となりました！「暮らしを楽しむ小さなヒント」をテーマに、
“ちょっとした工夫で、毎日はもっと楽しくなる” “日々の暮らしをいとおしみ、自分らしく暮らす” “忙しい毎日の中で、
癒しや元気をくれる” そんな暮らしのためのアイデアを、その道の達人にお話を伺いながら少しずつご紹介していきます。

記念すべき第１回目は、ウッドワンの無垢の木のキッチン スイージーユーザーでもある料理研究家 ゆーママさんに、
今の季節にぴったりの『いちごとカスタードのふわふわカップケーキ』の作り方を教えていただきました。
ぜひ覗いてみてくださいね！ Ki-Mama https://woodone.jp/

—————————入賞特典——————————
最優秀賞（伊東豊雄賞）・・・・・・・・・・ 1作品 100万円
優秀賞 ■⼾建・マンション新築部門

■店舗・非住宅新築部門 各1作品 各30万円
■リフォーム・リノベーション部門

入 賞 ■⼾建・マンション新築部門

■店舗・非住宅新築部門 各1作品 各10万円
■リフォーム・リノベーション部門

ウッドワン賞（指定商品の中から商品賞として選考）・・・ 10作品 各3万円
——————————————————————————————

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

〒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

※2月より営業時間が変更となりました。

営業時間 10：30～18:30 ／電話受付時間 10:30～18:00
＜ご案内の最終受付時間は16:30となります。＞

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。

キッチン展示リニューアルのお知らせ！！New item！

スイージーセレクトパックの
展示が新しくなりました♪

この春から新採用の
日立のIHもご覧いただけます！

セット希望小売価格（税抜）合計¥681,200

【主な仕様】Ｉ型2575
扉 ：【トリコタイプ】ホワイト色
取手 ：B型ハンドル（つまみ）
ワークトップ：人工大理石（グラニットホワイト）
シンク ：ステンレスIシンク


