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MUGEN-KOBO / Desigh Studio & Work shop

長崎県諫早市内の

静かな里山に

無限工房はあります。

お問い合わせは

705-16 Mshiro-cho Isahaya,
Nagasaki 857-0007 JAPAN

http://www.mugen-kobo.jp/

〒854-0007 長崎県諫早市目代町705-16

無限工房の歴史が始まったのは1988

年。長く高齢者や障害者向けのオー

ダー椅子をつくり続けてきたバリアフ

リーデザインの第一人者・光野有次氏

により長崎県諫早市に開設されました。

以来「ハンディを持つ人の食器・椅子

から建物・街づくりまで」を仕事の領

域に掲げ、光野氏の想いを受け継ぐ熟

練職人たちが椅子を中心にさまざまな

プロダクトを世におくり出しています。

株式会社 無限工房

 かに座 PLUS



＆スタンダード。
ロングライフ

無限工房が常に目指しているのが、人へのいたわり
です。家族からお年寄りまで安心して使える椅子は、
座面の高さ、広さ、手すりの形状、全てにおいて人
に優しい家具であると考えます。流行や時代に左右
されず、安心して心地良く暮らすために。そして長
く愛される優しいカタチ……。それが「かに座
PULS」シリーズなのです。



裾へいくほど広くなる設計。そ
して体重を分散して受け止める
アーチ状の脚。座り込んだ瞬
間、立ち上がりの際に手すりを
握った時、子どもが座面に立ち
上がった際にも転倒しにくいカ
タチです。和室でも畳にめり込
まないそり足で、使う環境を選
びません。

背中までぐるりと回り背もたれ
とつながっている半円形の手す
り。立ち上がりの時、ゆっくり
と腰を下ろしたい時に好きなと
ころに手をつくことができま
す。手すりと呼べる範囲が広
い、安定感と安心感のあるカタ
チです。

座布団よりも広い座面は、あぐ
らも横座りも自由自在。まるで
畳の上のようなくつろぎ方がで
き、使い手が最も楽だと感じる
姿勢で立ち座りができます。小
さなお子様を抱っこして親子で
座ることも可能。長時間座って
も痛くなりにくい厚いクッショ
ンは、お尻や足腰の筋肉が痩せ
てきた時にも優しくホールド。
座り心地の良いカタチです。

座面の高さは22cm。これは長年
バリアフリーデザインに携わる
光野氏の経験が割り出した、立
ち上がりの際に膝への負担が最
も少ない高さ。テーブルについ
て食事をする時に、椅子に座ら
ない家族との視線の高さに差が
出ないように配慮された優しい
カタチです。

このカタチには大切 な理由があります。

転倒しない、
裾広がりの後ろ姿。

立ち上がりやすい
ラウンドアームの
手すり。

厚いクッション。
広い座面。

ユニバーサルデザインの第一人者である光野有次氏

がデザインした高齢者向けの椅子「かに座」は、

1997年から16年間も販売を続けるロングセラー商品。

デビューからずっと設計の変更が無かったこの商品

を、プロダクトデザイナー五島史士氏が初めてモデ

ルチェンジして生まれたのが「かに座PLUS」です。

長年支持されてきたバリアフリー設計のポイントは

そのまま引き継ぎながら、インテリアとの親和性が

高いデザインへ。お年寄り向けだけでなく若いファ

ミリーも使える「みんなのための家具」に生まれか

わらせました。一番のこだわりは「立ち上がりのし

やすさ」。膝への負担がかからない高さは、お年寄

りだけでなく誰にでも使いやすい優しいカタチでし

た。畳やソファとは違った楽な座り心地です。

ひざへの負担が少ない
ベストな高さ＝22cm。

裾が広い

そり足

ラウンドアーム

22cm
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LOW
ロータイプ

TYPE

LOW
ロータイプ

TYPE

LOW
ロータイプ

TYPE

●かに座PLUS／ロータイプ［赤］ KP-100RD

KP-100BE

KP-100BK

［赤］ ［ベージュ］

［黒］

W650 x D582 x H500 x SH220

●かに座PLUS／ロータイプ［ベージュ］
W650 x D582 x H500 x SH220

●かに座PLUS／ロータイプ［黒］
W650 x D582 x H500 x SH220



●かに座PLUS／ハイタイプ［ベージュ］ 同素材のテーブル・スツールもそろえました。
W650 x D582 x H680 x SH400

KP-200BE

HIGH

ハイタイプ

TYPE

「かに座PLUS」は、実は子どもたちにとっても優しい椅子。
22cmの座面の高さが子どもたちの生活目線に合うだけでなく、裾
にいくほど幅広に設計された安定感がアクティブな動きを優しく
受けとめます。座面は子どもを抱っこしても余裕で座れる広さ。
子育て中の若いファミリーにもおすすめなのです。リビングでの
家族団らんで使っていただけるようにテーブルとスツールもご用
意しました。スツールはオットマンとしてもご利用いただけます。

HIGH

ハイタイプ

TYPE

［赤］
KP-200RD

HIGH

ハイタイプ

TYPE

［黒］

HIGH

ハイタイプ

TYPE

［ベージュ］
KP-200BE

KP-200BK



テーブル

パーソナルテーブル
読書・ブランチなどパーソナルタイムのサイドテーブルとしてご利用いただけます。

LOW TYPE=W1000 x D1000 x H470

W520 x D350 x H260 x SH220

オットマンとしてもご利用いただけます。

ご家族で使っていただくための、一辺1mの正方形のテーブルです。●ロータイプ ●ロータイプ

LOW TYPE=W900 x D450 x H470

●ロータイプ

●ハイタイプ

かに座PLUS

ナチュラル

赤 ベージュ 黒

ダークブラウン

●ハイタイプ

替カバー

椅子・スツール用

ファブリック（布）タイプ

ビニールレザー（合皮）タイプ

スツール

赤／KP-100RD ベージュ／KP-100BE 黒／KP-100BK

ハイタイプ
KP-500NA

ロータイプ
KP-400NA

ハイタイプ
KP-500DB

ロータイプ
KP-400DB

ハイタイプ
KP-700NA

ロータイプ
KP-600NA

ハイタイプ
KP-700DB

ロータイプ
KP-600DB

木部／ダークブラウン

赤／KP-200RD

R／レッド

6467 6436

※森傳：アネルカ（ウォッシャブル）／モール糸で凹凸のある糸目の為、見る角度により微妙な表情の違いが楽しめます。耐久性がありシワになりにくい素材です。

※合皮：シンコー：オールマイティ／汚れが付きにくく、付いても落とすのが簡単です。防炎協会認定のJIS規格難燃品です。

6455 6484 6470 6503 6516

BE／ベージュ OR／オレンジ MS／ミモザ MH／マホガニー LB／ライトブルー DB／ダークブルー

ベージュ／KP-200BE 黒／KP-200BK
木部／ダークブラウン

赤／KP-300RD ベージュ／KP-300BE 黒／KP-300BK
木部／ダークブラウン

W650 x D582 x H500 x SH220

W650 x D582 x H680 x SH400

W520x D350 x H260 x SH245

HIGH TYPE=W1000 x D1000 x H650　

●ハイタイプ
HIGH TYPE=W900 x D450x H650

　

ナチュラル

※本カタログに掲載されているすべての商品の模倣・無断使用・複製およびカタログの無断転載・無断使用・複製を固く禁じます。
※木部は天然木の無垢材を使用しておりますので、木目、色合い等がそれぞれ異なります。
※印刷の都合上、カタログに掲載されている製品写真の色・質感等が、実際と異なる場合がございます。

ダークブラウン


