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推 奨 商 品 ・・・・・・・・・・・・・・・   お早めにお届けできる商品です。   納入までに2週間程度必要です。   納入までに3～4週間程度必要です。
  お早めにお届けできる商品です。   納入までに2週間程度必要です。   納入までに3～4週間程度必要です。 受注生産品のため納期をご確認ください。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。
納期マーク説明
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セリフト（SLE型）   

グリーン購入法適合商品：品番を緑色で表示しています。
※表示価格は税抜き価格です。

背と座が連動し角度があ
る割合で変化する機構。

座の上下調節をワンタッチ
で行えるガス圧リフト。

ロッキング時に大腿部裏
側を圧迫させない機構。

座の前後調節を行える
スライド機構。

身長・体格に合わせて背位置を
上下調節できる機構。

     事務用チェアー（アルミ脚） 納期マーク -BL ／-BK ／-GL ／-WR ／ -OR ／-GR ／-MB

ヘッドレスト付
ハンガー付

ヘッドレスト付
ペルビックランバーサポート付

ハンガー付

ヘッドレスト付
ペルビックランバーサポート付 ヘッドレスト付

張地：座布張り／背メッシュ張り

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB515AFAH-□ ¥128,700

肘付 SLEB515AFH-□ ¥122,400

肘なし SLEB514AFH-□ ¥111,400

張地：座布張り／背メッシュ張り

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB515AFAHB-□ ¥136,300

肘付 SLEB515AFHB-□ ¥130,000

肘なし SLEB514AFHB-□ ¥119,000

張地：座布張り／背メッシュ張り

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB515AFAB-□ ¥126,600

肘付 SLEB515AFB-□ ¥120,300

肘なし SLEB514AFB-□ ¥109,300

張地：座布張り／背メッシュ張り

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB515AFA-□ ¥119,000

肘付 SLEB515AF-□ ¥112,700

肘なし SLEB514AF-□ ¥101,700

ペルビックランバーサポート付
ハンガー付

張地：座布張り／背メッシュ張り

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB513AFAHB-□ ¥120,400

肘付 SLEB513AFHB-□ ¥114,100

肘なし SLEB512AFHB-□ ¥103,100

SLEB513AFAHB-GL

張地：座布張り／背メッシュ張り

オプションなし

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB513AFA-□ ¥103,100

肘付 SLEB513AF-□ ¥v96,800

肘なし SLEB512AF-□ ¥v85,800

SLEB512AF-WR

張地：座布張り／背メッシュ張り

ペルビックランバーサポート付

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB513AFAB-□ ¥110,700

肘付 SLEB513AFB-□ ¥104,400

肘なし SLEB512AFB-□ ¥v93,400

SLEB513AFB-BL

張地：座布張り／背メッシュ張り

ハンガー付

タイプ 品番 価格
可動肘 SLEB513AFAH-□ ¥112,800

肘付 SLEB513AFH-□ ¥106,500

肘なし SLEB512AFH-□ ¥v95,500

SLEB512AFH-MB

-MB（マリンブルー）-GR（グリーン）-OR（オレンジ）-WR（ワインレッド）-GL（グレー）-BK（ブラック）-BL（ブルー）

（背：メッシュ）
（座：布地）

SLEB515AFAHB-□　SLEB514AFHB-□
SLEB515AFAB-□ SLEB514AFB-□
SLEB515AFAH-□ SLEB514AFH-□
SLEB515AFA-□ SLEB514AF-□

SLEB515AFHB-□　SLEB515AFB-□
SLEB515AFH-□ SLEB515AF-□

SLEB513AFHB-□　SLEB513AFB-□
SLEB513AFH-□ SLEB513AF-□

SLEB513AFAHB-□　SLEB512AFHB-□
SLEB513AFAB-□ SLEB512AFB-□
SLEB513AFAH-□ SLEB512AFH-□
SLEB513AFA-□ SLEB512AF-□

SLEB515AFAHB-WR SLEB515AFB-GR SLEB515AFH-BK SLEB514AF-OR

事務用チェアー（SER型） 

事務用チェアー（SER型）

■単輪キャスター
TH1-5C-BK（1個）
￥770
Pタイルやフローリングな
どの硬い床で使用するのに
適しています。

■固定脚
TH1-5K-BK（1個）
￥430

■可動肘
VEA510
￥16,000
左・右１セット。肘なしタイ
プに取り付けできます。
高さ調節：95mm

●ループ肘
PP樹脂成型品のループ肘は周辺家具
を傷つけることなく体に確実にフィッ
トします。

●背・ロッキング機構
姿勢に応じて背がロッキング
することにより、体を確実にサ
ポートします。

●ガス圧上下昇降
昇降レバーの操作によってガス
スプリングによるスムーズな座
面の上下調節が可能です。

-BK（ブラック）

ハイバック（肘付）

SER513-□    ￥39,400
張地：ビニールレザー張り　質量：12.6㎏

SER513F-□  ￥38,300
（-RO ／-GRB ／-GLB ／-ROB ）
張地：布張り　質量：12.6㎏

-BL（ブルー）

ハイバック（肘なし）

SER512-□    ￥32,700
張地：ビニールレザー張り　質量：10.8㎏

SER512F-□  ￥31,600
（-RO ／-GRB ／-GLB ／-ROB ）
張地：布張り　質量：10.8㎏

ローバック（肘付）

-GR（グリーン）

SER511-□    ￥34,800
張地：ビニールレザー張り　質量：12.1㎏

SER511F-□  ￥33,700
（-GLB ／-ROB ）
張地：布張り　質量：12.1㎏

SER510-□    ￥28,100
張地：ビニールレザー張り　質量：10.3㎏

SER510F-□  ￥27,000
（-GLB ／-ROB ）
張地：布張り　質量：10.3㎏

-RO（ローズ）

SER513F-□　SER513-□ SER512F-□　SER512-□ SER511F-□　SER511-□ SER510F-□　SER510-□

ローバック（肘なし）

-BLB
（背：ブルー・座：ブラック）

-GRB 
（背：グリーン・座：ブラック）

-GLB
（背：グレー・座：ブラック）

-ROB
（背：ローズ・座：ブラック）

-BK（ブラック） -RO（ローズ）-GL（グレー） -GR（グリーン）-BL（ブルー）

■カラーサンプル（布地）

-LBL
（ライトブルー）

-GL
（グレー）

■カラーサンプル（ビニールレザー）

人気の秘密は、カラー×素材×タイプの 
多彩なバリエーション。しかもお手頃価格

VOC対策商品
「学校環境衛生の基準」の指定する6物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジ
クロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）を対象にホルムアルデヒドの放散量がF☆☆
☆☆レベルであり、その他の5物質については室内環境への影響を少なくする対策を施し

NEW

カタログガイド
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左右両側にカテゴリー別の商品群を掲載。
開いているページの商品群は濃色で表記しております。

左右の上部に商品別インデックスの番号を表記しております。

掲載価格の表示はすべて税抜価格を表示しております。
消費税を別途申し受けます。

開いているページの商品名を掲載しております。

グリーン購入法適合商品は品番を緑色で表示しております。本年度の新製品又は本カタログに新しく掲載された商品には、
検索しやすいように赤色のツメを入れております。

共通の商品仕様をまとめて記載しております。
( その他注意事項等も同様 )

商品の機能をピクトマークにより紹介しております。

カテゴリー1 商品群2

商品名3 掲載価格の表示4

新製品の表示5 グリーン購入法適合商品の表示6

機能マーク7 共通仕様8

1 1

016016

カ
タ
ロ
グ
ガ
イ
ド


