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スイージーの3つの
納入実例を掲載。
断熱リフォーム
「＋ ECO  Reform」の紹介。

vol.1
スイージーの2つの
納入実例を掲載。
無垢の床マット
「ぴたゆか」の紹介。

vol.2
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
無垢の木の内窓
「MOKUサッシ」の紹介。

vol.5 
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
無垢ピノアース
シリーズの紹介。

vol.6 
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
「無垢の木の
洗面台」の紹介。

vol.7
スイージーの4つの
納入実例を掲載。
「無垢の木の
収納」の紹介。

vol.8
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
新登場のスイージー、
ウォールナットの紹介。

vol.3
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
スイージートリコと
ダイニングファニチャーの紹介。

vol.4

スイージー取材物件 

募 集 中

お部屋と室外の空気を程よく循環させる「無垢ピノアース 無垢ルーバー［開き戸/引き戸］」。
湿気や熱などがこもらない自然な環境づくりをしてくれます。
3種類のシンプルなデザインからお選びいただけます。

無垢ピノアースに
無垢ルーバー［開き戸/引き戸］が新登場！

S-LW
中帯框組　下ルーバー

S-LA
中帯框組　上ルーバー

商品の詳細は「2015年ピノアース」
カタログをご覧ください。

2015年スイージーカタログが
発刊されました！

木を育てている会社がつくる
木のキッチン。 su:iji 2015

バックナンバーもご用意しています。 ご請求は最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。

NEW

無垢の木のキッチン、スイージーと、
ご家族が選ぶ小物やインテリアを組み合わせて
生まれる様々な暮らし方。
それぞれの暮らし方を6つのドリンクフレーバーに
例えて家族像、こだわりのポイント、
おすすめのキッチンやそのパーツまで、多彩にご紹介しています。

詳しくは弊社営業まで
お問い合わせください。

カフェラテ
Café  Latte

Green tea Ginger ale Herbal tea

Wine Lemonade

レモネードワイン

グリーンティー ジンジャーエール ハーブティー

S-LV
中帯框組　上下ルーバー

ご請求は最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。

シングルドア セット合計価格￥157,40 0（税別）

詳細は「2015年 su: i j iカタログ」をご覧ください。



小さな頃から家の間取りをイメージすることが大好きで、いつかは自分の家を建てたい
と思い描いていたS様。満を持して手に入れられた“アンティークが似合う”お住まいを
取材させていただきました。職場の関係上、通勤が便利な石巻市に建てられ、塗り壁
の外観がヨーロッパの古民家を思わせる平屋。「せっかく建てる我が家なので、私が
一番こだわらないと。でも母の意見で間取りが変わったりもしましたけどね」。
石巻や仙台の住宅展示場を見学されているうちに、家のイメージが固まっていったとい
うS様。設計にも積極的にご要望を出していかれ、最初はミディアムブラウン色の床を
基点にまとめた空間設計が進行。ある時、古民家風の中でも落ち着いた雰囲気が理
想かもしれない…と思い始められ、全体プランがガラリと変わりました。白壁×ディープ
ブラウン色のアンティーク調になり、床の色を基点に、梁の色、キッチン、インテリアまで、
深みのある色をセレクトされています。
無垢の木のキッチン、スイージーを選択されたのは、仙台のショールームで見たアイラ
ンドキッチンがきっかけなのだとか。こんなキッチンがほしいという憧れがどんどん膨らん
でいき、採用されました。せっかく手に入れた夢のキッチン。「汚したくないからあまり料理

しないかもという予測が外れまして。掃除もしやすく使い勝手もいいから、結構料理
しちゃってますね」とご満足いただいています。頻繁に料理されている中でも、きれいに
整理整頓された佇まい。大切に使われていることが伝わってきます。
念願のお家だからこそ、S様にとっての快適な空間づくりに妥協はありません。床材は
木の素材感を活かした「コンビットクラフト® なぐり」を採用し、2階の建具には、空間
にぬくもりを添える「無垢ピノアース」を採用されています。また、暮らしやすいようにと
考えられた工夫も満載。例えばオリジナルの収納で隔てられたランドリールームとサニタ
リースペースは、どちらの部屋からも扉が開き、ランドリーで洗ったタオルを収納しておくと
隣の部屋から使える設計です。逆に、脱衣所で脱いだ服を入れておき、ランドリールーム
から引き取ることも可能。毎日の家事を考えて工夫されています。
「ほんものの木っていいですよね」と語るS様の背景にあるのは、真に心地よく、自分
好みの住まいを叶えること。木の質感、表情が、その想いに応えていると感じられたお家
でした。お庭では小さな畑を作られ、お母様もご一緒に手入れされています。「ここで育て
た野菜を使って料理…。そんなこともしていきたいですね」。

絶対に平屋にしたかったというS様。梁を出すことに

よって、平屋でも開放的な空間に工夫されています。

向こう側の部屋とで、出し入れが自由。
S様独自のアイディアがカタチになりました。

床材は表情豊かな「コンビットクラフト®なぐり」を採用。ゆるやかな立体感を感じられます。

無垢のやさしさ溢れる空間づくりに欠かせない、無
垢材のドア「ピノアース（ホワイト色）」。

Lifestyle with su:iji
Case 01スイージーのある暮らし

ディープブラウン色の木の表情が
叶えてくれた“自分色”のお家。
 

su:iji ニュージーパイン® NZ20 ディープブラウン色　※ワークトップ・シンクは生産終了品になります。 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。
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「お魚、お米、お酒…金沢は最高です」。大満足のS様

ご家族。薪ストーブを導入するなど、“長く住み続け

られる”住まいづくりをされています。
雨の日でも遊べる広々としたウッドデッキに、お子様たちも大喜び。
床板はニュージーパイン®（ダークブラウン色）を基調とした無垢材です。

ヨーロッパ輸入品のこだわり取手。アンティークな表情が、ご主人お気に入りのチェッカーガラスによく映えます。

無垢材のドアということと、ステンドガラスの花の
愛らしさに惹かれて「無垢ピノアース」を採用されました。

石川県金沢市の閑静な住宅街に建つ、広 と々したウッドデッキと、外国風の外観が特徴的な
S様邸。外観はアメリカンテイストを思わせますが、玄関を入ると、アンティーク調のイギリス風
なのが個性的。無垢の木のキッチン、スイージーを中心に、床材や建具に落ち着いた色合い
の無垢材が採用され、シックな空間が広がっています。
ご主人は住宅建材の卸の仕事をされており、お客様の住宅を見ていく中で、このお家の
イメージが次第に固まっていったのだとか。特に影響を受けたお家は、家具を全て替えなけれ
ばならないほど徹底したアンティーク調。「そこまでではないけれど、住み続けていくうちに味が
出てくる家にしたいねって話し合って、この形になりました」。無垢材をふんだんに取り入れて
いるのも、長く住み続けていきたいという気持ちから。「10年、20年と、時が経つほどに味わい
を増してゆく。それが無垢材の魅力ですよね」とご主人。子供にとってやさしい建材を…という
想いで、建具やウッドデッキなど、多彩に取り入れていただいています。
「ダークな色合いにまとめたくて。このスイージーは僕の一目惚れでした」。ニュージーパイン®
も検討されましたが、最終的にウォールナットを採用。床もキッチンに合わせて深い茶色の自然
塗料を使われました。チェッカーガラスに、奥様お気に入りのアンティーク調の取手が、このお家
の雰囲気にぴったりな無垢の木のキッチン、スイージー。「標準取手以外にも選べると聞いて、
絶対この取手に変えたいと思ったんです」。この組み合わせで間違いなかったと大変喜ばれて
います。
そして、P型（パーティ）キッチンを選んだのはご家族とのつながりを考えてのこと。「自分がキッ
チンにいても、子供たちがご飯を食べていても同じ空間に居る一体感がいいですね。子供た
ちも嬉しそう。頑張ってP型（パーティ）にして良かった」と奥様。吹き抜けを作られたのも、家族
の一体感を大切にする想いから。1階に居ても、2階に居ても、“家族と一緒に居る”ことが感じ
られるお住まいです。
無垢材で叶えられた、アンティーク調のお家。奥様お得意のフラワーアレンジメントを通して、
沢山の人々に来て見てもらいたいと計画されています。「このダイニングで、お花の教室を開き
たいと思っています。たくさん来てもらって、こんな住まいもあるんだって知ってもらいたい。無垢
材の魅力を発信できるお家になっていければいいですね」。

su:iji ウォールナット WN80  ※ワークトップは生産終了品になります。
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Lifestyle with su:iji
Case 02スイージーのある暮らし

木と長く暮らす楽しみ。
アンティーク調のお家。



「お魚、お米、お酒…金沢は最高です」。大満足のS様

ご家族。薪ストーブを導入するなど、“長く住み続け

られる”住まいづくりをされています。
雨の日でも遊べる広々としたウッドデッキに、お子様たちも大喜び。
床板はニュージーパイン®（ダークブラウン色）を基調とした無垢材です。

ヨーロッパ輸入品のこだわり取手。アンティークな表情が、ご主人お気に入りのチェッカーガラスによく映えます。

無垢材のドアということと、ステンドガラスの花の
愛らしさに惹かれて「無垢ピノアース」を採用されました。

石川県金沢市の閑静な住宅街に建つ、広 と々したウッドデッキと、外国風の外観が特徴的な
S様邸。外観はアメリカンテイストを思わせますが、玄関を入ると、アンティーク調のイギリス風
なのが個性的。無垢の木のキッチン、スイージーを中心に、床材や建具に落ち着いた色合い
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の雰囲気にぴったりな無垢の木のキッチン、スイージー。「標準取手以外にも選べると聞いて、
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Lifestyle with su:iji
Case 02スイージーのある暮らし

木と長く暮らす楽しみ。
アンティーク調のお家。



バスケットボールの社内サークルで出逢われたY様ご

夫婦。慣れ親しんだ土地で、明るく、賑やかなお子様と

の暮らしを満喫されています。

タイル使いや、無垢材を取り入れた収納など、随所にこだわりが感じられます。

色彩豊かな生活空間を叶える
「無垢ピノアース 
カラーペイントドア」。

建具は「無垢ピノアース（ナチュラル色）」を採用しています。

ご自身のお家がほしいと、兵庫県相生市のご実家近くの土地に家を建設されたY様ご家族。「二人目の子供ができて、これは
もう家を建てようと。それからは住宅展示場や雑誌などで研究しました」。自然の調湿効果も期待できる無垢材を中心とした自
然素材を多用しているお家。ビルダー様が建てられた住宅を見学したことで、イメージがどんどんと膨らんでいき、全体的に木の
ぬくもりに溢れる住まいになっています。
「キッチンは、色々とショールームに見に行きましたが、スイージーに一目惚れでしたね！ やっぱり本物の木がいい」と奥様。
設計段階で最初に決まったメープルの床を基点に考えられていたこともあり、無垢の木のキッチン、スイージーのメープルを
採用。全体的に明るくまとめるメープルの魅力を、施工後も改めて感じておられます。以前のお住まいでは、独立したキッチン
空間で、壁付けのI型。二人目のお子様が生まれるということもあり、子育てを基準にして今後の住まい方を考えられています。
お子様が小学校から帰っても、親子で会話しながら宿題ができるよう、無垢材のぬくもり溢れるカウンターキッチンを造作。
「テレビには背を向けるレイアウト。テレビを見ながらご飯ということがないように、テレビ台とキッチンが顔を合わせないL字型
にするなど熟考した設計にしています」。リビングを吹き抜けにした理由もお子様を基準に考えてのこと。２階の踊り場から
リビングを見渡すことができ、常に誰かの気配が感じられる設計になっており、0歳３ヶ月の赤ちゃんと３歳になるお子様の
エネルギーが、家全体で感じられます。
子供たちを一番に考えるからこそ、ドアや引き戸などの建具には「無垢ピノアース」を採用されました。また収納扉の「無垢ルー
バー」は通気性が良いため、高温多湿の夏、気密性を高めた結果生じてしまう結露やカビ、空気の汚染などへの対策にも有効
です。機能性を備えた無垢材の建具が、空間にあたたかみを添えています。
Y様のお家は、大きなウッドデッキも魅力。木のぬくもりを感じながら、子供たちが元気に遊べるスペース。以前の住まいではなか
なか外で遊ばせられませんでしたが、この環境なら平気です。砂場も設けて、まるでご自宅のお庭がご家族専用の公園のよう。
お子様たちの笑顔に溢れる、心地いいお家の未来が想像できるような無垢材のお家でした。

su:iji ニュージーパイン® NZ40 ホワイト色　※シンクは生産終了品になります。

su:iji メープル MP50 　※シンクは生産終了品になります。

　　

南欧の邸宅をイメージした、無垢材や漆喰、テラコッタが特徴のお家。白い外壁に
天然木の玄関と、外観からナチュラルな中に愛らしさが感じられる佇まいです。無垢の木の
キッチン、スイージーやカラーペイントドアなどが導入されており、販売に携わるT様に
お話を伺いました。「ここを見学されたお客様はびっくりされますね。自然素材、塗り壁、
カラードア…。こんなお家があるんですねと」。自然志向の家が注目されている中、こだ
わりを効かせた造りが人気です。
全体の雰囲気からキッチンは白がいいと思っていたT様。無垢の木のキッチン、スイー
ジー以外のキッチンも検討されていましたが「無垢以外だと、そこだけ浮いてしまう。ショー
ルームで現物を確認して、スイージーしかない ！ と思いました」。樹種は床材や建具に合
わせてニュージーパイン®を選択。レトロで可愛らしい雰囲気を目指し、キャビネットは敢え
て開き扉を選び、白の表情に黒のアイアン取手がよく映えます。「無垢材を水まわりに使
うのは、いろいろと難しいこともあるのですが、その点、ウッドワンさんは安心でした」とT様。
無垢は味わいがある反面、お手入れが気になるというお客様のために、ショー

ルームに足を運ばれ、その点はしっかりと確認。無垢の木のキッチン、スイージーの扉には、
水や汚れに強い特殊ウレタン塗装を施しているため、うっかり調味料などをこぼしても
拭き取れば大丈夫。使い勝手もよく、汚れにも強いと、太鼓判を押していただきました。
スイージーをはじめ、「無垢ピノアース」など、他にもウッドワン製品を多数採用いただい
ているこのお家。「無垢であることと、丈夫さ」が決め手でした。「製品がしっかりしてい
るので、安心して採用できます。また、大手のメーカーさんでこれだけの品揃えはウッド
ワンさんだけ」。ドアはウッドワン製と最初から決めており、白か茶色に統一しようとお考
えでしたが、そこに「無垢ピノアース カラーペイントドア」との出会いがありました。無垢
材に、色彩やわらかな表情が特長。差し色として使えるブルーを選択され、2階の子供
部屋には、グリーンのドアを採用されています。自然素材だからこそ、時間の経過とと
もに変化は出てくるもの。しかしその変化も楽しみながら、長くこの家に住みたいと思っ
ていただける。そんなご家族にぜひ住んでいただきたいとT様。お子様の成長ととも
に、住み続けていくことで味わいが楽しめる「大人可愛いママの家」でした。
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Lifestyle with su:iji
Case 03スイージーのある暮らし

木と“いつまでも
仲良くしたい”家。

お客様のご満足のために、しっかりと打

ち合わせを重ねるというT様。「弊社は女

性スタッフも多く、実際に子育てしてい

るママの視点からのアドバイスもさせ

ていただけます」。
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安心して無垢と暮らせる、
大人可愛いお家。



バスケットボールの社内サークルで出逢われたY様ご

夫婦。慣れ親しんだ土地で、明るく、賑やかなお子様と

の暮らしを満喫されています。

タイル使いや、無垢材を取り入れた収納など、随所にこだわりが感じられます。

色彩豊かな生活空間を叶える
「無垢ピノアース 
カラーペイントドア」。

建具は「無垢ピノアース（ナチュラル色）」を採用しています。

ご自身のお家がほしいと、兵庫県相生市のご実家近くの土地に家を建設されたY様ご家族。「二人目の子供ができて、これは
もう家を建てようと。それからは住宅展示場や雑誌などで研究しました」。自然の調湿効果も期待できる無垢材を中心とした自
然素材を多用しているお家。ビルダー様が建てられた住宅を見学したことで、イメージがどんどんと膨らんでいき、全体的に木の
ぬくもりに溢れる住まいになっています。
「キッチンは、色々とショールームに見に行きましたが、スイージーに一目惚れでしたね！ やっぱり本物の木がいい」と奥様。
設計段階で最初に決まったメープルの床を基点に考えられていたこともあり、無垢の木のキッチン、スイージーのメープルを
採用。全体的に明るくまとめるメープルの魅力を、施工後も改めて感じておられます。以前のお住まいでは、独立したキッチン
空間で、壁付けのI型。二人目のお子様が生まれるということもあり、子育てを基準にして今後の住まい方を考えられています。
お子様が小学校から帰っても、親子で会話しながら宿題ができるよう、無垢材のぬくもり溢れるカウンターキッチンを造作。
「テレビには背を向けるレイアウト。テレビを見ながらご飯ということがないように、テレビ台とキッチンが顔を合わせないL字型
にするなど熟考した設計にしています」。リビングを吹き抜けにした理由もお子様を基準に考えてのこと。２階の踊り場から
リビングを見渡すことができ、常に誰かの気配が感じられる設計になっており、0歳３ヶ月の赤ちゃんと３歳になるお子様の
エネルギーが、家全体で感じられます。
子供たちを一番に考えるからこそ、ドアや引き戸などの建具には「無垢ピノアース」を採用されました。また収納扉の「無垢ルー
バー」は通気性が良いため、高温多湿の夏、気密性を高めた結果生じてしまう結露やカビ、空気の汚染などへの対策にも有効
です。機能性を備えた無垢材の建具が、空間にあたたかみを添えています。
Y様のお家は、大きなウッドデッキも魅力。木のぬくもりを感じながら、子供たちが元気に遊べるスペース。以前の住まいではなか
なか外で遊ばせられませんでしたが、この環境なら平気です。砂場も設けて、まるでご自宅のお庭がご家族専用の公園のよう。
お子様たちの笑顔に溢れる、心地いいお家の未来が想像できるような無垢材のお家でした。

su:iji ニュージーパイン® NZ40 ホワイト色　※シンクは生産終了品になります。

su:iji メープル MP50 　※シンクは生産終了品になります。

　　

南欧の邸宅をイメージした、無垢材や漆喰、テラコッタが特徴のお家。白い外壁に
天然木の玄関と、外観からナチュラルな中に愛らしさが感じられる佇まいです。無垢の木の
キッチン、スイージーやカラーペイントドアなどが導入されており、販売に携わるT様に
お話を伺いました。「ここを見学されたお客様はびっくりされますね。自然素材、塗り壁、
カラードア…。こんなお家があるんですねと」。自然志向の家が注目されている中、こだ
わりを効かせた造りが人気です。
全体の雰囲気からキッチンは白がいいと思っていたT様。無垢の木のキッチン、スイー
ジー以外のキッチンも検討されていましたが「無垢以外だと、そこだけ浮いてしまう。ショー
ルームで現物を確認して、スイージーしかない ！ と思いました」。樹種は床材や建具に合
わせてニュージーパイン®を選択。レトロで可愛らしい雰囲気を目指し、キャビネットは敢え
て開き扉を選び、白の表情に黒のアイアン取手がよく映えます。「無垢材を水まわりに使
うのは、いろいろと難しいこともあるのですが、その点、ウッドワンさんは安心でした」とT様。
無垢は味わいがある反面、お手入れが気になるというお客様のために、ショー

ルームに足を運ばれ、その点はしっかりと確認。無垢の木のキッチン、スイージーの扉には、
水や汚れに強い特殊ウレタン塗装を施しているため、うっかり調味料などをこぼしても
拭き取れば大丈夫。使い勝手もよく、汚れにも強いと、太鼓判を押していただきました。
スイージーをはじめ、「無垢ピノアース」など、他にもウッドワン製品を多数採用いただい
ているこのお家。「無垢であることと、丈夫さ」が決め手でした。「製品がしっかりしてい
るので、安心して採用できます。また、大手のメーカーさんでこれだけの品揃えはウッド
ワンさんだけ」。ドアはウッドワン製と最初から決めており、白か茶色に統一しようとお考
えでしたが、そこに「無垢ピノアース カラーペイントドア」との出会いがありました。無垢
材に、色彩やわらかな表情が特長。差し色として使えるブルーを選択され、2階の子供
部屋には、グリーンのドアを採用されています。自然素材だからこそ、時間の経過とと
もに変化は出てくるもの。しかしその変化も楽しみながら、長くこの家に住みたいと思っ
ていただける。そんなご家族にぜひ住んでいただきたいとT様。お子様の成長ととも
に、住み続けていくことで味わいが楽しめる「大人可愛いママの家」でした。

0605

Lifestyle with su:iji
Case 03スイージーのある暮らし

木と“いつまでも
仲良くしたい”家。

お客様のご満足のために、しっかりと打

ち合わせを重ねるというT様。「弊社は女

性スタッフも多く、実際に子育てしてい

るママの視点からのアドバイスもさせ

ていただけます」。

Lifestyle with su:iji
Case 04スイージーのある暮らし

安心して無垢と暮らせる、
大人可愛いお家。



木で見直す、無垢のある暮らし。
Toward a Creative
Architectural Scene.
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ウッドワンキッチン 検索
QRコードからでも
サイトへ移動できます。

カ タ ロ グ 及 び 商 品 に 関 す る 最 新 情 報 は

をご覧ください！
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スイージーの3つの
納入実例を掲載。
断熱リフォーム
「＋ ECO  Reform」の紹介。

vol.1
スイージーの2つの
納入実例を掲載。
無垢の床マット
「ぴたゆか」の紹介。

vol.2
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
無垢の木の内窓
「MOKUサッシ」の紹介。

vol.5 
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
無垢ピノアース
シリーズの紹介。

vol.6 
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
「無垢の木の
洗面台」の紹介。

vol.7
スイージーの4つの
納入実例を掲載。
「無垢の木の
収納」の紹介。

vol.8
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
新登場のスイージー、
ウォールナットの紹介。

vol.3
スイージーの3つの
納入実例を掲載。
スイージートリコと
ダイニングファニチャーの紹介。

vol.4

スイージー取材物件 

募 集 中

お部屋と室外の空気を程よく循環させる「無垢ピノアース 無垢ルーバー［開き戸/引き戸］」。
湿気や熱などがこもらない自然な環境づくりをしてくれます。
3種類のシンプルなデザインからお選びいただけます。

無垢ピノアースに
無垢ルーバー［開き戸/引き戸］が新登場！

S-LW
中帯框組　下ルーバー

S-LA
中帯框組　上ルーバー

商品の詳細は「2015年ピノアース」
カタログをご覧ください。

2015年スイージーカタログが
発刊されました！

木を育てている会社がつくる
木のキッチン。 su:iji 2015

バックナンバーもご用意しています。 ご請求は最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。

NEW

無垢の木のキッチン、スイージーと、
ご家族が選ぶ小物やインテリアを組み合わせて
生まれる様々な暮らし方。
それぞれの暮らし方を6つのドリンクフレーバーに
例えて家族像、こだわりのポイント、
おすすめのキッチンやそのパーツまで、多彩にご紹介しています。

詳しくは弊社営業まで
お問い合わせください。

カフェラテ
Café  Latte

Green tea Ginger ale Herbal tea

Wine Lemonade

レモネードワイン

グリーンティー ジンジャーエール ハーブティー

S-LV
中帯框組　上下ルーバー

ご請求は最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。

シングルドア セット合計価格￥157,40 0（税別）

詳細は「2015年 su: i j iカタログ」をご覧ください。
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