
C L A N K  s e r i e s

クランク シリーズ

浮遊したように見える天板、収納部分。直線と

直角のバランスを考えてデザインしました。天

然木の豊かさを取り入れつつ、軽やかな印象

のシリーズです。

直線貴重ですっきり整える



オーク

《カプリス》

¥226,600

1580（2.5P）

¥202,400

1280（2P） 1880（3P）

¥249,700

ハードメープル ¥235,400¥211,200 ¥258,500

ウォールナット ¥246,400¥220,000 ¥269,500

替カバー ¥75,900¥72,600 ¥79,200

オーク ¥264,000¥235,400 ¥297,000

ハードメープル ¥272,800¥244,200 ¥305,800

ウォールナット ¥286,000¥253,000 ¥316,800

替カバー ¥104,500¥97,900 ¥108,900

《ウルトラスエード》 1580（2.5P）1280（2P） 1880（3P）

クランク ソファ
CLANK Sofa

W1280・1580・1880×D765×H730/SH370㎜
＊受注生産

リビングの真ん中に置いても圧迫感の
ないミドルバックのソファです。

730

18801280 1580

765

370

（写真上）3P ソファ、2P アームレスソファ共に
カプリスのブラウン。ウォールナットとも相性が
良く、落ち着いた空間に整います。（下）2Pソファ
の背面。アーム部の背面はクランク状になって
おり、脚部が少し内側に入ります。張地はウル
トラスエードのシェトランドグリーン。



オーク

《カプリス》

¥224 ,400¥198,000 ¥234,850

ハードメープル ¥232,980¥209,000 ¥249,700

ウォールナット ¥238,700¥216,700 ¥255,200

替カバー ¥75,900¥72,600 ¥79,200

オーク ¥261,800¥231,000 ¥267,850

ハードメープル ¥270,380¥242,000 ¥287,100

ウォールナット ¥276,100¥249,700 ¥302,500

替カバー ¥104,500¥97,900 ¥108,900

《ウルトラスエード》

クランク アームレスソファ
CLANK Armless Sofa

W1200・1500・1800×D765×H730/SH370㎜
＊受注生産

両側から座れるので、小スペースでも動
線がとりやすいアームレスソファです。

730

18001200

765

370

1500

（写真上）アームレスソファを組み合わせれば、
レイアウトの自由度が上がります。3P、2P 共
にカプリスのブラウン。（下）背面はシンプルに、
直線が美しいデザイン。混雑しがちなリビング
もすっきりとした印象に。

1500（2.5P）1200（2P） 1800（3P）

1500（2.5P）1200（2P） 1800（3P）



《クランクソファ 張地》

カプリス （ポリエステル97% / ナイロン3%）
やわらかな手触りと落ち着いた色合いのファブリック。 オールシーズン、気持ちよくお使いいただけます。

アイボリー ブラウン イエロー ライムグリーン

ブルーグリーン ピンク ライトグレー チャコールグレー

ネイビー

ウルトラスエード （ポリエステル80% / ポリウレタン20%）
しっとりなめらかな手触りの人工スエード。 ペットの引っ掻きにも強く、通年で快適にお使いいただけます。

ストーングレー シトロンイエロー リアルティール
グリーン

パピルスホワイト シェトランド
グリーン

（写真上）ウォールナット材のフレームにカプリスのブラウンを
合わせました。モダンで温かみのある雰囲気が魅力です。（下）
オーク材のフレームにウルトラスエードのシェトランドグリーン
を合わせました。清々しさがありながらも、深みのあるグリー
ンが有機的な空間に演出します。



W1500

¥140,800

W1800

¥165,000オーク

ハードメープル ¥147,400 ¥170,500

ウォールナット ¥154,000 ¥180,400

オープン オープン

425

1500 1800 380

クランク テレビボード
CLANK TV board

W1500・1800×D380×H425㎜
＊前扉・脚部 天然木無垢材
＊前扉内 クリアガラス

埃の侵入を防ぎつつ、リモコン操作が可
能なテレビボードです。

同シリーズのキャビネットと合わせてもすっきりまとまり
ます。左から、キャビネット H1400、テレビボード
W1500（共にウォールナット）



ハードメープル

オーク ¥139,700

¥148,500

¥148,500

（写真上）キャビネット H1400。明るく清潔感
あるオーク材には、食器はもちろん、本や布も
のをしまっても素敵です。（中・下）H1400 タ
イプには可動する小引出しと格子棚があり、使
い勝手に合わせて高さを調整できます。

好きなものを飾りながらしまえる、ガラス
戸のローキャビネットです。

クランク キャビネット H925
CLANK Cabinet

W887×D420×H925㎜
＊クリアガラス

書棚、食器棚としてはもちろん、コレクショ
ンボードにもなるハイキャビネットです。

クランク キャビネット H1400
CLANK Cabinet

W887×D420×H1400㎜
＊クリアガラス
＊小引出し前板 木目通し

887 420

887

＊可動棚 2枚付

420

925

1400

＊小引出付可動棚 1枚、格子棚 1枚付

ウォールナット

ハードメープル

オーク ¥189,200

¥198,000

¥198,000ウォールナット



カーペットや畳に跡を残しにくい口の字脚は、
和室でも洋室でも活躍します。同シリーズのソ
ファ、アームレスソファと組み合わせて、イン
テリアコーディネートをお楽しみください。

W1100［ D500 ］

¥92,950

¥107,800

W1150

¥99,000

¥112,750

W1200

¥104,500

¥118,250

¥115,500 ¥121,000 ¥127,600

オーク

ハードメープル

ウォールナット

¥97,900

¥110,000

¥103,180

¥115,500

¥108,350

¥121,000

¥118,800 ¥124,300 ¥132,000

オーク

ハードメープル

ウォールナット

¥102,300

¥114,840

¥110,000

¥122,100

¥114,950

¥128,700

¥123,200 ¥127,600 ¥133,100

オーク

ハードメープル

ウォールナット

W1100［ D550 ］ W1150 W1200

W1100［ D600 ］ W1150 W1200

クランク リビングテーブル
CLANK Living table

W1100～1200×D500～600×H350㎜
＊すべて天然木無垢材
＊受注生産

天板が少し浮いているように見えるデザ
インが特徴のリビングテーブルです。

350

表参照 表参照



3 樹種、10 色の張地で 30 通りの組み合わせからお選びく
ださい。（写真上）オーク× ネイビー。（下）オーク×ア
イボリー。

クランク スツール
CLANK Stool

W340×D340×H420㎜
＊フレーム 天然木無垢材

四角い脚部に厚みある丸い座面がかわ
いいスツール。お好みのカラーで。

《クランクスツール 張地》

HANA II （ポリエステル100%）
生地の半分以上を植物由来の再生資源PET樹脂と再生ポリエステルで利用し、環境にも配慮した生地です。

ピンク（HN775） レッド（HN776） オレンジ（HN777） イエロー（HN773）

ダークグレー（HN764） ネイビー（HN770） ターコイズ（HN767） グレー（HN762）

アイボリー（HN760）

グリーン（HN774）

340

340

420

ハードメープル

¥31,240

¥32,780

オーク

ウォールナット ¥33,880


