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変化を続けるオフィス環境
デザイナーは現在のプロジェクト要件だけでなく、
毎年のようにトレンドが更新されるペースの速い世
の中でいかにしてデザインを流動的なものにし、長
持ちさせるかを考える必要性に迫られています。

電動昇降装置におけるグローバルリーダーである
LINAK®は、 最高のオフィス家具メーカーのパート
ナーとして、こうした要求にデザイナーが応えられ
るよう、”デザインの自由“を提供することをめざし
ています。
また、デザイナーがユーザーの生活を向上しなが
ら、機能と美を融合することをサポートします。

Design freedom
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空間を最大限に活用する
- 最も多くの時間を過ごす家具に
動きを加える

- ベンチシステムの採用

動きはどこにでも加えられる

オフィス空間のどんな場所にでも、動きを
加えることができます。1本脚の小さなスタ
ンドから大きな会議テーブルまで、オフィ
ス空間デザインの中で動きを取り入れられ
る可能性は無限です。
考えなければならない重要なポイントは、
人々がどこで時間を過ごすのかということ
です。ワーカーは自分のデスクだけで時間
を過ごすということはないでしょう。

会議、コラボレーション、ちょっとした談笑の場な
ど、フレキシビリティ向上のために、家具に動き
を取り入れるべきところは至る所にあります。

ベンチシステムの利点

ベンチシステム（対面式デスク）は、2～3台以上
の昇降デスクをつなぎ、ケーブルや、コンピュー
ターハブ、パーテーション、デスク用のアクセサ
リーで空間の無駄を省くことができます。LINAKは
お客様が最適なベンチソリューションをデザイン
できるよう、オプションで専用ブラケット付きの
電動昇降装置を用意しています。

Design for fl exibility
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モビリティを実現するデザイン
- リチウムイオンバッテリーの使用
- ケーブル管理の改善
- キャスターの追加

オフィスのコードレス化・モビリティ性向上・
空間の多目的活用

LINAK® のリチウムイオンバッテリーを搭載した家
具がオフィス空間の多目的化を実現します。この
バッテリーは、コンパクトなデザイン、充電時の取
り外しも簡単で、オフィスのコードレス化に役立ち
ます。さらにキャスターを付けて可動デスクにする
ことで、多様な働き方に応じて、自由にオフィス空
間を創出することができます。

彩りのあるデザインのために
- RALカラーブックを使い、
あらゆるカラーニーズに応える

Color in motion 

オフィスデスクには、白、グレー、黒といった
色しか選択肢がないように思えますが、色の選
択肢はそれだけではありません。デザイナーは
上記以外のカラーを取り入れることでよりユ
ニークな空間を提案できます。

ブランドのカラーを使って企業のイメージを付
加したり、全体のデザインに色を溶け込ませた
り、空間に感情やインパクトを与えるためにそ
の色を目立たせることが可能です。

＊カラーはRALカラーからお選びください。
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- Kick & ClickTM でツールやネジ
を使わず天板への簡単な取り付けを実現

- DESKLINE® 製品はPlug & PlayTM で組み合わせが
容易です。複雑なセッティングも不要です。

オフィス環境が急速に変化する中で、施工に時間がか
からないデスクやデザインが求められています。
LINAKなら、Kick & ClickTM でツールやネジなどを使わ
ずに天板の取り付けと解体が行えます。

また、LINAKのDESKLINE製品は組み合わせが自由
で、Plug & PlayTMで接続できます。そのため、別フ
ロアへの移動やリノベーションも容易です。

組み立てを簡単に
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Keeping a clean look 

- ケーブルを格納できるフレームのデザイン
- 昇降装置の外観穴をなくしたデザイン

ケーブルがぶら下がっているのが気になりませんか？

Kick & ClickTM　などのLINAK® フレームなら、道具やネジ
を使わずにケーブルを簡単に収納することができます。
組立時に、ケーブル類をフレームに隠してしまいましょ
う。

また、昇降装置の外観に穴のないPLUSシリーズを提供し
ています。PLUSシリーズの採用でより洗練されたデザイ
ンを実現しませんか。
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多くの理由から健康は重要です。電動昇降デス
クを職場で使用することは、ワーカーと雇用主
の両者にとって様々な利点があります。

Active Designで生産性とパ
フォーマンスが向上
複数の研究により、昇降デスクを使用している
ワーカーは病欠が減り、集中力と生産性が向上
し、ストレスが少なくなることが明らかになっ
ています。

昇降デスクを最大活用し、
ユーザーを健康に

- リマインダー機能付き直感的な操作ができ
るコントローラーを採用する

- 立つ時間、座る時間の目標を立てる

LINAK® はデジタルでスマートなデザインを追求
したコントローラーDPGシリーズを開発しまし
た。

このシリーズはRed Dot デザイン賞を受賞して
います。行動を促すデザインのコントローラー
DPGは、ユーザーが昇降デスクを最大限活用で
きるよう、モチベーションアップをサポートし
ます。

直感的な操作感の他にも、お気に入りの高さを
4ヵ所登録できたり、LEDによるリマインダー機
能を備えています。

また、LINAK Desk Control™ アプリにも対応し
ており、以下のような機能があります。

- ワンタッチ運転
- 目標設定
- 消費カロリーの記録
- 使用実績データの蓄積

Design for wellness
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LINAK Desk 
 ControlTM App
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デスクは様々な場所で使われます:
– テクノロジーハブ
– 会議テーブル

– 個人用デスク
– ソーシャルセンター
– コワーキングスペース ‒ アクティブステーション

どんなデザインのアイディアでも、 
LINAK が実現のお手伝いをします。
今日、デスクは単なるデスク以上の役割を担って
います。テクノロジーの発展により、働く空間・
時間・リソース・コミットメントがシームレスに
つながり、デスクはワーカーがよりよい働き方を
するための中心拠点になっています。また、デス
クは、より良いワークプレイス作りに活用できる
データを収集するツールにもなります。

先端テクノロジーを導入
コントローラーDPGは機能面で無限の可能性を秘
めています。Bluetooth® を内蔵してお
り、Desk ControlTM アプリと接続して、デスクを
操作できます。 本アプリはAndroid・iOSの携帯
端末で利用でき、DPGと携帯端末両方で操作可能
です。立ちあがることを促すリマインダー機能を
備えており、モダンなオフィスデザインには欠か
せない存在です。

Design for the future
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環境への取り組み
エネルギー使用量の削減

環境に対する人々の関心は高まっています。大規
模施設で働く数千人の人々のことを考えてみれ
ば、その職場で使用される電力だけでどれだけの
エネルギーが使用されているかがイメージできる
でしょう。企業のエネルギー消費量および二酸化
炭素排出量の削減をサポートするため、LINAKは
ZEROTM テクノロジーを用いることで待機電力消
費量をわずか0.1Wに抑えています。

すべてのDESKLINE®コントロールボックスでは標
準で待機電力が低く抑えられており、企業および
環境の総合的なエネルギー節約に貢献いたしま
す。



どんな素材が使われているのかを知る

ポリ塩化ビニル（PVC）に注意しましょう。

PVCはケーブルや、電子部品の被覆に使われることが多
い素材です。柔らかさを出すために可塑剤（その大半は
フタル酸エステル）が添加されています。フタル酸エス
テルはホルモンを破壊する疑いがあり、複数の慢性疾患
と関連付けられており、出生異常を引き起こしま
す。PVCは個別にリサイクルする必要があるため、高い
コストがかかり、燃やすとダイオキシンを発生させま
す。

責任ある生産を行っているサプライヤーを見つけま
しょう。健康と環境のために、LINAKは世界で初めて
PVC-FreeTMを標準にしました。
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比類なきサービス・サポート
 LINAK®の最高の製品は当社の社員です。すべての LINAKシス
テムにおいて、お客様は業界最高のサービスとサポートを受け
ることができます。開発・カスタマーサービス・ロジスティッ
クス・技術サポートまで、LINAKはお客様が必要とする時に高
品質な製品とソリューションを提供できるよう努めています。
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優れたデザインに
動きを取り入れるには

モダンなオフィス家具づくりで調節機構を
取り入れるという課題に取り組む建築家や
デザイナーが増えています。その1人が
Tine Mouritsen氏です。デンマークを代表
するインテリアデザイナーのMouritsen氏
は、静音のLINAKの電動昇降装置を活用す
ることで、彼女の独特で優雅なデザインを
損なうことなく、機能性に優れた昇降デス
クを作り出しています。

「私たちは生活習慣に起因する様々な健康
問題を抱えています。デザイナーである私
にとって、その課題への挑戦は魅力的でし
た」とオフィス家具に動きを取り入れた理
由について、Mouritsen氏は語っています。
彼女にとって、機能性とデザインは対立する
ものではありません。

「家具デザインの早い段階でLINAKに相談
し、LINAKのメカニズムやノウハウを取り入
れるとデザイン過程が容易なものになりま
す。こうすることで、調節機構が後から付
けられたものではなく、デザイン全体に融
合されたものになります。」

Tine Mouritsen氏はLINAKの幅広い製品と何
十年にも渡り蓄積された、テクノロジーに
関する豊富なノウハウを活用してきまし
た。事実、彼女にとってテクノロジーと
アートはお互いを補完するものなのです。

“It really is 
possible to design 
beautiful furniture 
that moves – I’ve done it!”
    — Tine Mouritsen, Interior Designer



For further information about the DESKLINE® product program: 
LINAK.JP/事業部門/DESKLINE

LINAK has a well-developed sales and service organization in Europe, the Americas, Asia and Australia. Therefore, we can assist 
you and your customers locally, under the global sales concept idea: Be global, act local

Global presence

LINAK has a world-class sales and service organization.  
Today we are present in 35 countries all over the world.  
For further information, please visit our website: LINAK.JP
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TERMS OF USE
The user is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application. LINAK takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, due to continuous development 
in order to improve its products, LINAK products are subject to frequent modifications and changes without prior notice. Therefore, LINAK cannot guarantee the correct and actual status of said information on its products. While LINAK uses 
its best efforts to fulfill orders, LINAK cannot, for the same reasons as mentioned above, guarantee the availability of any particular product. Therefore, LINAK reserves the right to discontinue the sale of any product displayed on its website 
or listed in its catalogs or other written material drawn up by LINAK.

All sales are subject to the Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK. For a copy hereof, please contact LINAK.

Get design freedom on your next project, request LINAK  
with your manufacturer. 




