
 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

｜玄関・シューズクローク｜
帰ってきたらまず手洗い。玄関に洗面台を置くことで部屋に入る前に、
ドアノブなどを触ることなく、手をきれいにすることができます。
玄関まわりや廊下に手洗いスペースを設けることで、「洗面室」以外
にも洗面台があると、動線も気にせずスムーズになりますね！

定番！｜洗面室｜
洗顔、⻭磨き、化粧など使うことの多い洗面室。⼀⽇の始まりと終わ
りの場所になる洗面室は、こだわりある空間にしてみませんか？

少し広い洗面台をご希望の方には
ワイドタイプがおすすめです！

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。 2021.02

ウッドワンプラザ静岡
※表示価格は、全て税別です。

表示価格には、搬入取り付け費は含まれておりません。

コロナやインフルエンザ、花粉や⻩砂。ますます『こまめな手洗い』の⽇常化が必要です。
外から帰ったら、「うがい・手洗い」を入念に行い、風邪やウイルスに負けない身体づくりをして
いきたいですね！手洗いをする場として必要な洗面台。つい立ち寄りたくなるお気に入りの空間に
してみませんか？改めて洗面台を彩るこだわりアイテムをご紹介します！

▽ 無垢の木の洗面台 [ユニットタイプ]

・タイルカウンター・F型琺瑯ボウル
・間口600mm /奥行520mm

｜参考価格｜ ￥268,760  

▽ 無垢の木の洗面台 [オープンタイプ]

・木製カウンター・V型陶器ボウル
・間口775mm/ 奥行600mm

｜参考価格｜ ￥175,600

床に置くことの多い掃除道具などを吊るす
収納にすることで、散らばることも防げて、
さらに掃除機をかけるときも楽になります！

▽ サニタリー収納
・仕上げてる棚板 白無地の棚板

・間口780mm/奥行300mm
｜参考価格｜ ￥38,900

優しい風合いが印象的な無垢の木のカウンターと、シンプルなボウルを
組み合わせたオープンタイプは、ゆったりとしたホテルライクな印象に。
カウンターは、水まわりに強いウレタン塗装を施しているため、安心して
ご使用頂けます！

無垢の木の洗面台 ＊ オープンタイプ ＊

シンプルな雰囲気にしたい。広い洗面台にしたい。
そんな方には、人工大理石カウンターがおすすめです！
無垢の木の扉とも合わさり、すっきりとした印象に。
２つの組み合わせからお選び頂けます。

[ 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 ]

｜item.１｜ タイルカウンター

造作の手間いらずで人気のタイルカウンター。
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は
清潔感もあり優しい雰囲気を演出します。
選べるタイルは８種類。ぜひお好みを見つけてください！

間口サイズは4種類。
775mm 945mm 1075mm 1245mm
よりお選び頂けます。

化粧用品やボディケア用品
などを置いて、朝もお風呂
上りも落ち着いたゆとりあ
る時間に。

ご要望を頂く機会が多かった、KOHLER社製ボウルの排水方式が
リニューアル！ダイレクトプッシュ式で水を溜めた使い方も可能に！

｜item.２｜ 人工大理石カウンター

｜item.１｜ 木製カウンター

＜無垢の木でもお手入れ安心＞
⽇常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、
堅く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。

無垢の木の洗面台 ＊おすすめ設置場所＊
おすすめ！収納アイテム

棚板収納にすることで、
ワンアクションで物の
取り出しが可能に。
フタのないオープンな
カゴにストック用品を
いれたり、タオルなど
すぐに取り出したいアイテムを置くだけと、
家族もみんなが使いやすい収納スペースに。

レインコートやジャケット、お外で遊ぶ
おもちゃ袋などは、玄関まわりに吊り下
げて収納を。家の中に、砂や花粉などを
持ち込むこともありません。
収納扉などがないため、外から帰ってき
たあとも取手などを触らずしまうことが
できます！

カウンターは、最小W750〜最⼤W2700mmの間口オーダーが可
能です。間取りに合わせてお選び頂けます。
※5mmピッチでの対応です

＊２ボウルにも対応しています！ (最小1600mmより)

出かける際に確認する時計やカレンダー、
メモなどを玄関にまとめて置いておくの
もおすすめです。

▽ シューズクローゼット収納
・仕上げてる棚板 白無地の棚板
・間口2100mm

｜参考価格｜ ￥123,800

ウィズコロナ
東京かるた

より→無垢の木の洗面台 ＊ ユニットタイプ ＊

｜リビング｜
家具のようにも見える木の扉の洗面だからこそ、リビングな
どにもおすすめです。外から帰ってきて手を洗ったり、美容
ケアをしながらテレビを見たり・・・
リフォームやリノベーションなどで洗面室にスペースがない
場合はぜひご検討してみてください！

おすすめ！収納アイテム

▽ 無垢の木の洗面台 [ユニットタイプ]

・タイルカウンター・C型陶器ボウル
・間口945mm /奥行600mm

｜参考価格｜ ￥357,800  

▽ 無垢の木の洗面台 [ユニットタイプ]

・タイルカウンター・C型陶器ボウル
・間口945mm /奥行600mm

｜参考価格｜ ￥426,000  

ウッドワンデジタルカタログはこちら�

＊ リニューアル情報 ＊
｜対応ボウル｜

X型陶器ボウル F型琺瑯ボウル V型陶器ボウル
※ユニットタイプ用 ※ユニットタイプW600mm用 ※オープンタイプ用目皿が固定され、

外せない・・
ダイレクトプッシュ式で
使い勝手もUP！

�push

タイル
ホワイト×グレー

タイル
ブルー

タイル
ホワイト×ホワイト
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２ 月 ３  月

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テレビドラマに出演中！ 毎週水曜夜10時〜

⽇本テレビ系水曜ドラマ 「ウチの娘は 、彼氏が出来ない!!」
は 、菅野美穂さん主演、北川悦吏子さんが脚本を手掛ける
“エキサイティング・ラブストーリー”です。
菅野美穂さん演じる水無瀬碧は、“恋愛小説の女王”であり、
世間知らずのシングルマザー。そんな碧は、しっかり者のオ
タク娘に彼氏が出来ないことを心配していた。ある⽇、二人
はある理由から「恋をしよう!」と決意。
少女のような天然⺟と、しっかり者
のオタク娘、“トモダチ⺟娘”が恋に
奮闘する姿が描かれています。

テレビドラマに出演中！ 毎週土曜夜11時30分〜

｜アイテム｜

テレビ朝⽇系土曜ドラマ「書けないッ!?~脚本家 吉丸圭佑の筋書
きのない生活~」は、脚本家兼主夫の夫:生田斗真さんとベストセ
ラー小説家の妻:吉瀬美智子さんの二人の⽇常はちょっとヘンで何
だかとても面白い。脚本家:福田靖氏が紡ぎ出す凸凹夫婦と家族の
マイ・ホームコメディです。

「フレームキッチン」は、生田斗真さん演じる吉丸圭佑と吉瀬美智子さん
演じる吉丸奈美夫婦の自宅に設置されています。

無垢の木のキッチン「スイージー」は、⺟娘が暮らす自宅に設置されており、
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。

＜無垢の木のキッチン スイージー ＞

アイランド型
間口2730mm
奥行 900mm

合計価格¥1,764,400
本体価格¥1,087,400
機器価格 ¥677,000

｜価格｜｜形状｜

■放送開始：１月１３⽇(水)〜

扉

NZ30/D1

取手

真鍮×磁器つまみ Lシンク
(鋳物ホーロー)

シンク ワークトップ

人工⼤理石

間口2445mm
奥行 450mm

合計価格¥691,000
｜価格｜｜形状｜

■放送開始：１月１６⽇(土)〜

｜アイテム｜
カウンター

木製カウンター
オーク

カウンター

ステンレス
バイブレーション

ステンレススクエア
マルチシンク

シンク

＜無垢の木のキッチン フレームキッチン＞

アイランド型
間口2100mm
奥行 900mm
レンジフードは別途

合計価格¥1,156,900
本体価格 ¥805,700
機器価格 ¥351,200

｜価格｜｜形状｜

＜ユカオキ＞

｜形状｜
間口1925mm

＜スイージー カップボード＞

｜価格｜
合計価格¥376,000

ぜひ、ご覧ください！

｜TOPICS｜
番組の公式インスタグラム
にも、キッチンがよく登場
しています！

｜TOPICS｜ニュートラルカラーのキッチンが映えてます！

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

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、
【事前ご予約制】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。

■…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丁目３－１

営業時間 10：00～17：00

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。

【仕様】Ⅰ型 幅２2７５

扉︓NZ40(パイン) ホワイト色

取⼿︓アンティークつまみ

ワークトップ︓⼈⼯⼤理⽯ グループ１

コーラルホワイト

シンク︓⼈⼯⼤理⽯

フォルテシンク

扉にストライプの模様が入ることで、

より可愛い印象のキッチンになります♪


