
 

 

　

 

 
 

　

 

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。

2020.7

ウッドワンプラザ新宿

Case 01
洗練された空間

×

自然素材

×

クラフト

モダンなオリエンタルスタイル

×

民藝の質感

Case 03

のびやかな木の家に似合うのは、素足と笑い声。
子供が2階から駆け下りてくる、キッチンから見渡すと、床も階段もドアも木、キッチンも木、テーブルやデスクまで木。

木をこれだけ用いても、開放感満載でのびやかな空間を実現したのが、新商品の＜鼻の出ゼロ＞のリビング階段や、天井

ジャストドア＜ FLAT＞。デザインをシンプルに仕上げることで、軽やかな空間に。おもわず裸足になりたい空間です。

！注目！◎知恵のある暮らし

凹みも味わい。もし気になったら、簡単お手入れにチャレンジ！

長持ち、それが木のいいところ。長くつきあっていく住まいは、ちょとした凹みも味わいに感じます。

それでも気になったら、皮靴のように、ご自分で簡単お手入れしてみませんか？

床やドアのぶつかりキズは、水を含ませしばらく置いたら、濡れ布をあてて、アイロンで“ジューっ”。

気にならない程度に凹みが戻ってくれますよ！

■NEW Item

ピノアースドア フラット（2.4）
「無垢フラッシュ」構造が可能にした

床から天井まで伸びる柾目が印象的な

デザインドアです

8月発売予定！
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ずっと受け継いでいきたい、町屋風のたたずまい。
古き良き日本のたたずまい。細い縦格子がつくる光と影が美しい町屋風のデザインは、空間に落ち着きを持たしてくれます。

Case01. と同じニュージーパイン®を使用していますが、この空間を実現できるのは、魅力あるデザインと色合い、そして

無垢の木ならではの素材がもつあたたかみと、本物が醸し出す深みある質感があるからこそ。

Ｃase 01 ．開放感あふれるライトトーンが心地いい、木の家
木づかい

戸そだて

家づくり

Case 03 ．受け継ぐ住まい、木とともに時を重ねる
木づかい

戸そだて

家づくり

！注目！◎ピノアース内装建具 和風

掘り込み取っ手で木の温かさが伝わる、和風タイプ

昨年度までの『ジュピーノ・Ｊ』が『和風タイプ』として

リニューアル。７デザインを揃え、基本はナチュラル色です。

今秋には、ディープブラウン色も【オーダーペイント塗装】で

ご提供可能になります。※秋に発刊のカタログにてご覧ください。

■KEY Item

■天井まで伸びる柾目

ピノアースドア フラット

天井ジャスト N-FP（H2.4m）

ナチュラル色

レバーハンドル AL型

¥270,000（3方枠）
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■木＋スチールでスマートデザイン

スチールフラットバー手すり

ホワイト色

勾配用 １スパン

セット参考価格

￥185,000
（別途作図費）

■お手入れ簡単！

無垢フローリングピノアース

6尺120巾 ¥34,900/坪

※カラーバリエーションを一新しました

■見切りもすっきり

玄関上り框 見付け30㎜タイプ

1950×100×30mm

¥15,500/本

クレヨンだって

気にしない！

■よこがおスッキリ！鼻の出0㎜仕様

集成ピノアース階段

踊り場仕様14段上がり切り

本体参考価格 ￥321,200

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費 ￥ 48,320
（柱芯々910mm踏面240mmの場合）

鼻の出

ゼロ！

30mm

8月発売予定！

■NEW Item

スチールフラットバー手すり
圧迫感のない木のスケルトン階段に、

シンプルなスチール手すりの組み合わせ。

落ち着きある色あいなら、モダンさより

どっしりした重厚感ある装いに。

8月発売予定！

■KEY Item

■スチールフラットバー手すり■縦格子が醸し出す伝統美

ピノアース 和風 N-WT（H2m）

引き違い戸 レールタイプ

ナチュラル色 ¥531,900
※写真のﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色は、上記にｵｰﾀﾞｰﾍﾟｲﾝﾄ

塗装費をプラス → ¥30,000×扉2枚（予定）

■風合い感じる仕上がり

無垢フローリングピノアース クラフト仕上げ

6尺120巾 ¥34,900/坪

3尺 91巾 ¥28,600/坪

塗ムラを感じるクラフトは、新しくても時を経たような

落ち着きある素材。

勾配用３スパンの場合

セット参考価格

￥477,000

水平部２スパンの場合

セット参考価格

￥264,500

水平部用

勾配部用

※別途作図費

｜対応階段｜ひな段階段、デザイン階段Light、鼻の出0㎜仕様階段

｜ カ ラ ー ｜ホワイト、ブラック ※木製手すりも組み合わせ可能です

※オプションで、落下防止の安全ネットもご準備しています

※ニュージーパイン®・・・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ウィズコロナの日常がはじまり、以前と比べてお家時間、家族の時間が増えましたね。家づくりを考えるとき、より気持ちよく

快適に、お気に入りの空間をめざしたい気持ちが高まります。 ウッドワンは、今年も 無垢の木 を 使って住まいづくりを彩る

新しいアイテムをラインナップしましたので、スタイルブック掲載のご家族とともにご紹介します。



 
 

　

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

　

７ 月 ８ 月

CORYO Interior (&props) Stylist

さかのまどか さん

雑誌・webなどのメディア・広告撮影時のインテリアスタイリング・商業施設・ショー

ルーム・ホテル・オフィスなどのアートワークやディスプレイ、モデルルームなどの

インテリアコーディネート提案をしており、アンティークやハンドクラフトを取り入れ

たインテリアの提案を得意としている。

HP：http://coryo.co/

■…休館日

営業日のご案内

〇ご来場の際は、事前に各プラザまでご予約いただけますようお願い申し上げます。

〇営業日・営業時間が変更になる可能性がございます。 お手数ですが、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

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。

！注目！◎さかのまどかさん監修の インテリアスタイリング集 もご用意しています

新しいスタイルブックでは、木のある暮らしと合わせて、ご家庭でできる簡単メンテナンス方法も掲載。

長持ちする無垢の木の暮らしを長く楽しんでいただくご提案ブックです。

気に入ったものはお手入れして長く使いたい。

手入れしながら、次の世代へとつないでいく住まいにしたい。

そんな皆様に、無垢だから・・・と身構えることなく

リラックスして楽しんでいただきたいと思います！

スタイルブック【木づかい、戸そだて、家づくり】はWEBカタログからご覧いただけます。⇒

新しい スタイルブック できました！
木づかい

戸そだて

家づくり

Case 01 Case 02 Case 03 Case 05Case 04

お家時間には ぜひドラマ鑑賞を！

番組名 美食探偵 明智五郎（日本テレビ系列）

＜ドラマ概要＞

番 組 名 ：日曜ドラマ『美食探偵 明智五郎』

放 送 日 ：令和2年4月12日（日）～ 6月28日（日）予定

原 作 ：東村アキコ「美食探偵―明智五郎―」（集英社「ココハナ」連載）

番組 ＨＰ ：https://www.ntv.co.jp/bishoku/

＜協力商品＞

キッチン：無垢の木のキッチン「スイージー」

壁 材 ：デザインウォール「粋」

！注目！ついに最終回・・・・

撮影秘話が公開されました！このキッチンが選ばれたエピソードも紹介されています

https://www.ntv.co.jp/bishoku/articles/4885vpjkg6rupsaik4o.html

番組名 ハケンの品格（日本テレビ系列）

＜ドラマ概要＞

番 組 名 ：水曜ドラマ『ハケンの品格』

放 送 日 ：2020年6月17日（水）より、毎週水曜日22:00から放送中

脚 本 ：中園 ミホ氏

番組 ＨＰ ：https://www.ntv.co.jp/haken2020/

＜協力商品＞

壁材：デザインウォール「粋」、「瓦」、「刻」

職場がカオスと化したこの令和の時代、スーパーハケン大前春子はどんな働き方

をしているのであろうか？本ドラマは、新しい時代の働く者の品格を問うドラマ

です。オフィスのエントランスや会議室などの内装材として設置されており、光

の陰影を活かした空間を演出されています。

光と陰影を生かした演出をお楽しみください！

今年度もウッドワンでは素敵なドラマを木で彩る美術協力をしています。コロナ渦のなか、製作現場も大変なようですが、作り手の

方々がそのシーンを大事に作りこむ、その背景に木の壁材やキッチンがいますので、ぜひお家でリラックスタイムにご覧ください！

さかのまどかさんに監修していただき、スタイルブッ

クにある5つの空間にあうキーワードや、スタイリン

グに使える素敵なインテリア、マテリアルの組み合わ

せなどをご紹介しています。暮らしをスタイリングか

ら考えたい方は、弊社社員またはプラザスタッフまで

お問合せください。

Summer
Campaign

日頃より、弊社キッチンをご検討頂いている皆様へ、

おうち時間にささやかな癒しをプレゼント致します。

是非この機会に、ウッドワンプラザ新宿へご来場ください。

新規お見積りはもちろん、お見積りの変更でも対象となります！

＼カモミール／ ＼ハーブ／

【対象商品】

無垢の木のキッチン…su:iji／セレクトパック／ちっちゃいsu:ij／フレームキッチン

【ご参加方法】

イベント期間中、事前予約の上ウッドワンプラザ新宿へお越しいただき、

無垢キッチンお見積り依頼を頂いたお客様先着100組様に、

KEYUCAのバスグッズをプレゼント致します。（※お1家族様 1つまで）

開催期間

2020年7月6日(月)～8月31日(月)

リビングデザインセンターOZONE夏季休暇：8月3日（月）～8月7日（金）

ウッドワンプラザ新宿臨時休館 ：8月3日（月）～8月10日（月）

【ウッドワンプラザ新宿ご来場者様限定】

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 10:30～17:45
＜ご案内の最終受付時間は16:30となります。＞

※定休日は下記参照ください。


