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家具・ラグ・アートで居心地の良い部屋づくりを叶える
『MODERN WORKS』新作アイテムのご紹介
株式会社 Francfranc（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 髙島郁夫）が運営する、家具に特化
したブランド『MODERN WORKS（モダンワークス）
』では、随時新作アイテムを追加しています。今回
はスカンジナビアンモダンデザインをベースにしたソファや、シンプルながら使いやすさを追求した収
納家具など、2020 年 4 月から 7 月の期間に発売した新作をご紹介します。

SOFA
スカンジナビアンスタイルを熟知するスウェーデン人オーナーが 1993 年にポーランド北部に設立した、
開発から設計、生産までを行うソファメーカーの新作のソファ。シンプルでありながら機能的なスカンジ
ナビアンモダンデザインをベースにしており、女性らしい曲線を活かし、快適な座り心地を追求しまし
た。
生地は、キリムや絨毯に代表されるトルコ製を採用。大量生産品にはない、丁寧な加工が施されており、
肌触りも非常によく耐久性にも優れています。発色も良く折れじわも付きにくいので、一般的な起毛生地
よりも高級感があるのも特徴です。

【商品名】トレーロ ソファ
【価格】1S：200,000 円（税込）
2S：280,000 円（税込）
3S：350,000 円（税込）
【サイズ】1S：W82 / D93 / H85 / SH43cm
2S：W172 / D100 / H83 / SH43cm
3S：W212 / D100 / H83 / SH43cm
【カラー】2 色（ブラウン、ブラック）
【素材】張地：ポリエステル
クッション材：フェザー、ポリ綿混合
脚部：スチール

【商品名】フィオーリ ソファ
【価格】270,000 円（税込）
【サイズ】W178 / D98 / H95.5 / SH43cm
【カラー】ターコイズ
【素材】張地：ポリエステル
クッション材：ポリ綿
脚部：スチール

【商品名】ダーディソファ
【価格】168,000 円（税込）
【サイズ】W68 / D83 / H100 / SH42cm
【カラー】グレー
【素材】張地：ポリエステル、革
クッション材：ポリ綿
脚部：スチール

縦と横のバランスと繊細なラインを追求し、脚
部は斜めに取り付けることでモダンかつ安定感
のある外観に。
ポーランド産のフェザーを座面と背面のクッシ
ョン部に採用し、ゆったりとくつろげる快適な
座り心地を実現しました。
1S～3S までサイズ展開があり、デザイン、素
材、技とが三位一体となったソファです。

アームや背は繊細なラインを追求し、脚部はで
きる限り細くすることで、よりモダンな印象に
仕上げました。
フレームはセンター脚が無くても耐えられる頑
強な構造にし、座面はへたりにくいよう高密度
のウレタンを内部に仕込みました。
しっかりと肩まで支え、住空間を快適にしてく
れるハイバックソファです。

アーム部に黒色の牛革をライン状に縫製し、細
かいディテールにこだわったパーソナルソファ
です。
繊細な見た目とは異なり、非常に頑強なつくり
で、パーソナルソファには珍しいハイバックデ
ザインを採用しました。より快適に包まれるよ
うな座り心地と弾力性を実現しています。
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TABLE、STORAGE、SHELF
シンプルでスマートなデザインを追求し、機能や使いやすさを兼ね備えた収納家具シリーズです。
塗装はハイグロス仕上げで艶が美しく、お手入れしやすいのが特徴。開閉金具もワンタッチ操作で扉の開
閉ができるプッシュラッチ金具にすることで、取手のないフラットな外観形状に仕上げました。また脚の
高さを全て設置床面から 15cm に設定することで、自動掃除機の使用も考慮しました。
様々なインテリアシーンにコーディネートしやすく、模様替えの際にも合わせやすいカラーをご用意し
ています。

【商品名】ノストロ コーヒーテーブル
【価格】48,000 円（税込）
【サイズ】W120 / D60 / H40.5cm
【カラー】2 色（ホワイト、ライトグレー）
【素材】本体：MDF ウレタン樹脂塗装
脚部：スチール

【商品名】ノストロ TV ボード
【価格】65,000 円 （税込）
【サイズ】W150 / D42 / H55cm
【カラー】2 色（ホワイト、ライトグレー）
【素材】本体：MDF ウレタン樹脂塗装
脚部：スチール

【商品名】ノストロ サイドボード
【価格】80,000 円
【サイズ】W150 / D45 / H85cm
【カラー】2 色（ホワイト、ライトグレー）
【素材】本体：MDF ウレタン樹脂塗装
脚部：スチール

軽快な印象になるよう、細身の白色金属脚を採
用しました。引き出しはこだわりのプッシュラ
ッチ式で、収納部分をフラットな形状に仕上げ
た機能的なコーヒーテーブルです。

両側は上下 2 段の扉タイプ、中央は引き出しタ
イプの収納付き。また背面には配線タップを

4 扉分の収納棚があり、両側は３段、中央は２
段ずつに仕切られており収納力抜群のサイドボ
ードです。

置けるスペースを確保し、乱雑になりがちな
背面収納にも考慮した TV ボードです。

※価格は税込価格となります。
※商品の取り扱い状況は店舗によって異なります。

『MODERN WORKS』は、
「家具とインテリア」という Francfranc 本来の強みに立ち返り、上質で洗練
されたデザインの家具を手の届きやすいプライスで実現したいという想いから、2019 年 4 月にデビュー
しました。
日本のライフスタイルに合う家具・ラグ・アートを中心に、
「デザイン・クオリティ・プライス」のバラ
ンスにこだわったアイテムで、居心地の良い部屋作りを叶えることを目指しています。
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MODERN WORKS 店舗一覧
・MODERN WORKS みなとみらい東急スクエア店（神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-2 みなとみ
らい東急スクエア ① 1F）
・MODERN WORKS by Francfranc 札幌パルコ店（北海道札幌市中央区南 1 条西 3-3 札幌パルコ 7F）
・MODERN WORKS 福岡店（福岡市中央区警固 1-1-38 CAITAC SQUARE GARDEN West side 2F）

MODERN WORKS 取り扱い Francfranc 店舗一覧
インテリアショップ『Francfranc』でも MODERN WORKS の一部アイテムを取り扱っています。
・Francfranc 青山店（東京都港区南青山 3-1-3 スプライン青山東急ビル 1F/2F）
・Francfranc アーバンドックららぽーと豊洲店（東京都江東区豊洲 2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊
洲 2F）
・Francfranc 梅田店（大阪府大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街北館 1F/2F）
・Francfranc キャナルシティ博多店（福岡県福岡市博多区祇園町 9-2 キャナルシティ博多 イーストビ
ル 2F/3F）

MODERN WORKS ブランドサイト：modern-works.net
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