
 

 

 

 

 

 
 

 

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。

2020.11

ウッドワンプラザ静岡

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とした「時間」を過ごしたいですね。
秋のドラマにも、ウッドワンの無垢の商品がたくさん出演しています。もう見つけられましたか？�

ｃｈｅｃｋ.１

無垢の木のキッチン スイージー

STORY ＆ 出演ITEM
日テレ系土曜ドラマ「35歳の少女」は、1995年、不慮の事故で突然⻑い眠りについた少女が2020年、25年ぶりに目覚め、
すべてが変わってしまった世界に⼾惑いながらも未来を⽣きる、主⼈公の“時を超えた”成⻑物語です。
無垢の木のキッチン「スイージー」、無垢の木のドア「ピノアース」は、主⼈公の自宅に設置され、無垢の木のぬくもり
あふれる癒しの空間を演出しています。

STORY ＆ 出演ITEM
テレビ朝日 アベマ テラサ 共同プロジェクト
「２４ＪＡＰＡＮ」は、テレビ 朝日開 局６０周
年を記念して、世界的大ヒットドラマ「２４」
を日本版に リメイクした日本初のリアルタイム
サスペンスドラマです。

STORY ＆ 出演ITEM
フジテレビ系木曜劇場「ルパンの娘」は、2019 年 7 月クールの続編。前作では、代々泥棒一家“Lの一族”(Lは大泥棒・ルパンの
頭文字)の娘・三雲華(みくも・はな)と代々警察一家の息子・桜庭和馬(さくらば・かずま)との決して許されない恋を描いたラブ
コメディー。続編の本作は、前作最終回で結ばれた華と和馬のその後が描かれます。無垢の木のキッチン「スイージー」は、華
と和馬の新居に設置されており、無垢の木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の癒される空間を演出しています。

ｃｈｅｃｋ.２

ピノアース / オーダーペイントドア

ＮＺ３０/ナチュラル色/Ｉ型 間口3320mm

セット合計価格：￥1.523.400   (本体価格：￥773.700 ・設備機器価格：￥509.700)

▲主人公自宅の子供部屋のドア

ＮＺ５０/ホワイト色/Ｉ型キッチン 間口2100mm

セット合計価格：￥981.800

(本体価格：￥478.500 ・設備機器価格：￥981.800)

お子様のお部屋に、チューリップ�がアクセントの、
ステンド調ガラスデザイン。優しく可愛らしい印象に。
■デザイン：Ｐ−ＶＪ / 自然塗料ローズウッド色

ニュージーパイン�の扉を使った温かみのあるナチュラルで
優しい雰囲気のキッチン。
家族が成⻑していくと共に、木の扉もだんだんと美しい⾊に
変わっていきます。愛着をもって⻑い間使い続けることで、
わが家の⾊に変化していく「経年美化」を楽しめるのも自然
素材の木ならではですね！永く使いたい、こだわりたい方に
はオススメのキッチンです！

▲主人公自宅のリビングのドア

ｃｈｅｃｋ︕ 無垢の木のキッチン スイージー

▲華と和馬のマンションのキッチン

▲主人公自宅のキッチン

10月10日より毎週土曜日

よる10時から放送中︕

10月15日より毎週木曜日

よる10時から放送中︕

リビングのシンボルとなる無垢のドア。ステンド調
ガラスと無垢の味わいがＬＤＫのアクセントに。
■デザイン：Ｐ−ＶＭ / 自然塗料ローズウッド色

ｃｈｅｃｋ︕ 無垢の木の壁材 / デザインウォール

キッチンの扉は立体的な装飾のある框組のデザイン。高級感もあり気品に満ち溢れています。
アンティーク家具のように家族の時間に寄り添い、キッチン空間やＬＤＫ空間が素敵な雰囲気に。

おススメカタログ�

｜ スタイルブック カタログ｜
無垢の木と共に暮らしを楽しむ５つの
家族の物語を、それぞれのインテリア
と共にお伝えします。

｜ カタログ｜

ピノアース

オーダーペイントドア

｜ カタログ｜

無垢の木のキッチン

スイージー

10月9日より毎週⾦曜日

よる23時15分から放送中︕

ＮＺ５０/ホワイト色/カップボード

セット合計価格： ￥348.900

無垢の木の建材は、日本初の女性総理
大臣候補が滞在するホテルの スイート
ルームの内装材として設置されており、
無垢の木で癒される上質な空間が表現
されています。

▲寝室
デザインウォール / 竹

▲客室 バーカウンター
デザインウォール / 波

｜ カタログ｜

デザインウォール

▲華と和馬のマンションのカップボード

25年の月日を反映するように、味わい深い⾊合いに変わっています。
時間とともに美しくなる、「経年美化」をお楽しみください。

自然塗料３⾊、エナメル調
カラー５⾊、それにディー
プブラウン。個性あふれる
計９⾊をお楽しみください

エレガントな雰囲気の
ホワイトキッチン。
他にもインテリアを彩る
無垢の木のキッチンが
たくさんあります。

木の壁材で豊かな空間を
演出しています。▲飾り棚

デザインウォール / 波

表示価格は全て税別です。
搬入取付費等は含まれておりません。

※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。



 
 

 

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

 

１１月 １２月

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

■…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

■連絡先

ウッドワンプラザ静岡
ＴＥＬ：（０５０）９０００－３４３２

ＦＡＸ：（０５４）２３７－１１５５

■アクセス
〒４２２－８０３６

住所：静岡県静岡市駿河区敷地１－３－１

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/

ウッドワンプラザ静岡 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。

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、お客様の安全第一に配慮し、
当面の間【事前予約制】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。

キッチンの積算シミュレーションが可能な「〜キッチン〜プランニングシステム」を2020
年10月19日（月）から公開致しました。「〜キッチン〜プランニングシステム」は、
弊社商品のキッチンのプランニングが可能なサービスとなっており、 当社コーポレートサイ
ト・ビジネスサイトからご利用いただけます。
ウッドワンの無垢の木のキッチン su:iji（スイージー）やフレームキッチンを画像を見ながら簡
単にオリジナルプランを作成いただけますので、ぜひご活用ください。

①画像を見ながら条件を選択し、簡単にオリジナルプランを作成できます。
②プランニング後に作成される受付番号を営業所へご連絡いただくことで 商談の際にスムーズなプラン共有が可能です。

※一部見積システムで作成できないプランもございます。最寄りの営業所またはショールームへお問い合わせください。

＜〜キッチン〜プランニングシステムのイメージ＞

職場やご自宅でもプランニング可能に！ ーオンライン・プランニングサービスのご紹介ー

＊ キッチンプランニングシステム ＊

①シリーズを選択

②基本仕様を設定する

③本体、設備機器などの

仕様を選択する

⑤実際に商品に触れてみたい⽅は、作成したプランをご持参いただき、お近くのウッドワンプラザへご相談ください︕

選択肢を選ぶだけの簡単操作！
手軽にプランを作成頂けます＾＾

＜「〜キッチン〜プランニングシステム」の魅⼒ ＞

④キッチン定価本体価格(税抜)や仕様の記載のあるプランシートが作成できます。

形状や間口を設定！

カタログを見ながら
扉のグレードやワークトップ、
設備機器を選択！

シミュレーションサイトはこちら！

�プラザ静岡 展示のご紹介�

【仕様】Ｐ型 ２５７５

扉︓NZ30 MB色

取⼿︓こだわり取⼿セレクション

アンティークハンドル

ワークトップ︓⼈⼯⼤理⽯

グループ４ サンド４２

シンク︓ステンレス

スクエアマルチシンク

木づかいのできるキッチン、

Ｐ型キッチンで家族団らん、

いつもリビングに目が届き家族の会話が弾みます。


