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〔お問い合わせ〕株式会社 Francfranc PR担当 下村 彩・深沢 綾 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 Tel:03-6419-3157  Fax:03-6419-3493  Mail:press@francfranc.co.jp 

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』札幌に期間限定店舗オープン 
 
 
株式会社 Francfranc（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 髙島郁夫）は、家具に特化したブ

ランド『MODERN WORKS（モダンワークス）』の期間限定店舗『MODERN WORKS by Francfranc 札

幌パルコ店』を札幌パルコ 7F（所在地：北海道札幌市）に、2020年 2 月 21 日（金）から 1 年間※1オー

プンいたします。 

2019年 4 月にオープンした青山店（東京都）※2、みなとみらい東急スクエア店（神奈川県）に続く 3 店

舗目となる本店舗は、北海道・東北エリアで初出店となります。 

 

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

 

※1：詳細の終了日は未定となります。 

※2：青山店は 2020 年 2月中旬までの期間限定店舗です。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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。 

 



2020.1.14 Francfranc 2 / 3 

〔お問い合わせ〕株式会社 Francfranc PR担当 下村 彩・深沢 綾 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67  Tel:03-6419-3157  Fax:03-6419-3493  Mail:press@francfranc.co.jp 

 

 

オープン記念キャンペーン実施中。先着 200名様にオリジナルエコバッグプレゼント。 

オープンを記念して、MODERN WORKS の商品をご購入いただいたお客様先着 200名様に、MODERN 

WORKSのオリジナルエコバッグ（非売品）をプレゼントいたします。 

 

キャンペーン概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERN WORKSの新作アイテム  

MODERN WORKSでは、随時新作アイテムを追加しています。引越しシーズンにおすすめの新作アイテ

ムの一部をご紹介いたします。 

 

   

【商品名】ジョルノ ソファ 

【価格】 

アームレスソファ 1S 59,000 円 

アームレスソファ 2S 87,000 円 

ソファ 3S 119,000 円 

【カラー】ネイビー、グレー 

【素材】張地：ポリエステル 

脚：アッシュ無垢材 

 

【商品名】ヴェトロ コーヒーテーブル 

【価格】49,000 円 

【素材】天板：強化ガラス、アッシュ材突板 

【備考】脚部：スチール、アジャスター有 

 

【商品名】スピアーノチェア 

【価格】32,000 円 

【カラー】グリーン、グレー、ピンク 

【素材】張地：ポリエステル 

    フレーム：スチール 

商品特長 

水平垂直でシンプルでありながら洗練されたデ

ザインのソファシリーズ。デザイン性の高さと

座り心地の良さを兼ね備えています。3S ソフ

ァ、1S、2S アームレスソファ、カウチ、オット

マンと、同シリーズで 5 アイテムをラインアッ

プしており、様々な組み合わせでご使用いただ

けます。 

商品特長 

落ち着いたブラックで統一した、ラウンドコー

ヒーテーブル。フレームを細身にすることで重

くなりすぎないように仕上げました。 

天板の片面には強化ガラスに黒色大理石模様の

飛散防止フィルムを貼り、もう一方はアッシュ

材突板に黒色艶消ウレタン塗装を施しました。

お好みに合わせて変えられるリバーシブルの天

板です。 

商品特長 

背面と座面の内部に樹脂（ポリプロピレン）を

使用した美しいシルエットのチェア。 

フレームは細いスチールパイプの内部に鉄芯を

入れて強度を高め、エレガントな形状と強度を

両立させました。 

背面と座面には落ち着いたカラーリングの起毛

生地を使用しシックな印象に仕上げました。 

 

※価格は税込価格となります。 

実施期間 ： 2020年 2 月 21 日（金）からなくなり次第終了 

概要 ： 商品をご購入いただいたお客様にMODERN WORKSオリジナルエコバ

ッグ（非売品）をプレゼント 

※右図はエコバッグイメージです。 

備考 ： 先着 200 名様 
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MODERN WORKSの定番人気アイテム  

   

【商品名】フェデーレ ソファ 

【価格】 

ソファ 220,000 円 

オットマン 60,000 円 

【カラー】グレー、ネイビー 

【素材】 

張地：ポリエステル 

 脚：スチール 

 

【商品名】オーティモ ダイニングテーブル 160 

【価格】 

ブラウン×ブラック 68,000 円 

グレー×ブラック 60,000 円 

【カラー】2 色（ブラウン、グレー） 

【素材】 

天板：ウォールナット突板（ブラウン） 

 天板：オーク材突板（ナチュラル） 

天板：MDF シート貼り（グレー）（ブラック） 

 脚：スチール 

 

【商品名】セーラ ソファ 

【価格】198,000 円 

【カラー】2 色（ベージュ、グレー） 

【素材】 

張地：ポリエステル 

 脚：スチール 

【備考】背クッションのカバーは着脱可 

    （ドライクリーニング可） 

商品特長 

重厚なボリューム感のある本体に、細身の脚部

を組み合わせたソファ。座りやすさを追求し、

座面の角度と素材にこだわりました。 

座面は、奥にいくほど低くなるよう傾斜してお

り、着座時のすべりを軽減します。 

背クッションヌードは天然素材のスモールフェ

ザーを使用。弾力のある柔らかい座り心地に仕

上げました。また、背クッションの内部にはウ

レタンを芯材として使用することで、フェザー

の経年使用によるヘタリを軽減します。 

商品特長 

シンプルでスマートなデザインを追及したダイ

ニングテーブル。 

天板は、ウォールナット材、オーク材のタイプ

に加え MDF 芯材にトレンドの人工石風のシート

貼りをした天板を採用。 

脚部は、スチールにポリエステル樹脂塗装を施

し、塗料を定着させるため、塗装後に焼付けを

行っています。頑丈ながらも、細身でスマート

なデザインを実現しました。 

商品特長 

異なった 2 色の糸の綾織り生地と背面のキルテ

ィング加工が美しいソファ。 

内部のフレームから縫製、張り込みに至るま

で、手間のかかる工程をひとつひとつ丁寧に仕

上げることで、この曲線を実現しました。 

どの角度から見ても優美で、技術と質感を追求

したスカンジナビアンモダン代表といえるソフ

ァです。 

 

※価格は税込価格となります。 

 

 

 

MODERN WORKS by Francfranc札幌パルコ店 店舗概要 

住所     ：北海道札幌市中央区南 1 条西 3-3 札幌パルコ 7F 

営業時間  ：10:00~20:00（土曜のみ 20:30 まで営業）※札幌パルコに順ずる 

総面積    ：約 597㎡／約 181 坪 

オープン期間 ：2020年 2月 21日（金）から約 1 年間予定※1 

取り扱い SKU ：約 800SKU 

取り扱いアイテム：家具（ダイニングテーブル、チェア、ソファ、ベッド）、照明 

   ファブリック（ラグ、クッションカバー）、生活家電 

   雑貨（テーブルウェア、ルームフレグランス）など 

 

 


