KOKUYO

エグゼクティブチェア

全てコクヨ指定業者により組み立て付の配送になります。
※1Ｆでの納品となります。

■空気の流れが作り出す、上質な座り心地「エアランバーサポート」装備
エアランバーサポート
ランバーサポートにエアバックを使用しており、サポート力と柔
軟性を持つ空気の圧力で腰にフィットし、長時間の集中作業も快
適に行えます。空気圧はレバーを押すだけで調節でき、背骨形状
の個人差にも柔軟に対応し、安定して腰をサポートします。

【背骨形状がＩ字形状の場合】

【背骨形状がＳ字形状の場合】

背フレ ーム
エア バック
エア ポンプ

ＡＩＲＦＯＲＴ 空気のクッションがサポートする上質な座り心地。
ヘッドレスト付きタイプ
（カーペット用） （フローリング用）

可動肘
ＣＲ-ＧＡ2353

◆エア スリッ トシー ト
ウレ タンク ッショ ン表面 に
10本のス リット を設ける
こと で、表面 積は従来の
約11 0％にア ップ。
これ によっ て高い放熱 性を
実現し、長時 間の作業で
も、安定 性と快適 性を確保
でき ます。

定価￥138,300
W620～680×D600～875×H1170～1260
スタンダードタイプ
可動肘
CR-GA2351
定価￥121,200

￥94,000
ＰＵＮＴＯ

（税抜）
質の高い生地を丁寧な縫製で仕上げた高いインテリア性と、
包み込まれるような快適な座り心地。

◆シー ト前後 ・高さ調整 機能
座る人の体格 に合わせ て、
シー ト奥行きは 前後54 ｍｍ 、
高さ10 0ｍｍの調整が可能で
す。また、調整 レバ ーを座面
シー トの側面 に設ける ことで
座った ままの 姿勢で操作する
こと ができ ます。

◆オー トアジ ャスト ロッキ ング
座る人の体重 に合わせ て、ロッ
キン グの強さが自動 調整され る
機構 。
背は3段階で固定でき、不用 意
なレ バー操作 によ る跳ね返りを
防ぐア ンチキ ックバ ック機能を
採用 しま した。
（ロッ キング角度20°）

キャスター

革張り･ヘッドレスト付きタイプ

アルミ肘
ＣＲ-ＧＡ2465

（カーペット用）

（フローリング用）

◆ポスチャーサポートシート
座のベース層に骨盤を支える面形状を設け、
その上にクッション層を乗せることで、安定
した姿勢の保持と、包み込み感の両立を実現
しました。姿勢が崩れる原因のひとつである
腰の前ズレを防止し、適切な体圧分散によっ
て長時間の作業も快適に行えます。

定価￥281,700
W650×D585～850×H1125～1215

￥188,000

布:ハイグレード
ハイバック
アルミ肘
CR-GA2463
定価￥114,700

布:スタンダード
ローバック
アルミ肘
CR-GA2461
定価￥105,500

（税抜）

Philosophy

スマートな操作性と、エアクッションの快適性を兼ね備える
次世代マネージメントチェアー。
リリースボタン
ランバーサポート
調整レバー

ヘッドレスト付きタイプ

肘付き（本革）
ＣＲ-Ｇ383
定価￥286,000
W645×D645～875×H1150～1240

￥194,000
（税抜）

キャ スター

スタンダードタイプ
肘付き（布）
CR-G381
定価￥182,000

（カーペット用） （フローリング用）

機能とデザインを
シンプルかつ効果的に
融合したデザイン。

Wilkhahn
FSライン

ハイバック
中綿クッションタイプ

肘付き（本革）

XWH-22092
定価￥530,000
W680×D630×H1090～1160

￥494,000
（税抜）

ハイバック

ローバック

厚手 クッ ション
肘付 き（本革 ）

キル ティン グクッ ショ ン
肘付 き（本革 ）

XWH-22091
XWH-2208
定価￥510,000 定価￥410,000

右肘:座面昇降レバー
左肘:ロッキング固定レバー
ロッキング強度調整

◆イン テリジ ェント ・アー ム
調 節機 能の操 作部 を肘に集 約、手 元で
の調 整を可 能に しま した 。右 肘に は、
座 昇降 レ バー とラ ンバ ー サポ ート 調 節
機 能を装 備。座 昇降 レ バー はガ スス プ
リ ング 機 構を採 用し てお り、ワ ンタ ッ
チ で座 面を昇 降で きま す。左 肘に は、
ロ ッキ ング 機 構を任 意の角 度で固 定で
き るロ ッキ ング 固 定レ バー が付い てい
ます。

◆シン クロメ カニズ ム
19 80年に世界 初のシ ンクロ アジャ
スト メント 機能を搭載した エルゴ ノ
ミク スチェ アとし て発表され たFSラ
イン。複雑な操作が一切なく 、柔軟
性を持った一体シェ ルが座って いる
とき に最大 限自由 な身体の動きを可
能にし ます。0°から20°の範囲で
リク ライニ ングし 、座面 左前下のレ
バー により 、0°のポ ジショ ンでロ
ック（1段階 ）が可能です。
◆上下 昇降／リク ライニ ング強度 調整
座面 右前下 のレ バーに より、39 0～46 0ｍｍの範
囲で座面が上下に昇降し、高さ調整 が可能です。そ
して、座面 下中央のレ バーを回転させ ること によ
り、リク ライニ ングの 硬さを お好みの強度に調整す
るこ とがで きます 。
◆エル ゴノミ クスサ ポート
腰の位置で前にく びれた背もた れのラ ンバー サポー
トが背骨のS字を保ち、ゆる やかに下がっ ている 座
面フロ ント部は、大腿 部を圧迫しま せん。リク ライ
ニン グ時でも背座とア ームレ ストが連動して 動き、
肘を最適な高さに保ちま す。

◆ラン バーサ ポート
背もた れ背面に装備され てい
る、腰部をソ フトに 支える ラ
ンバ ーサポ ート。右肘 後方の
ラン バーサ ポート 調節レバ ー
とリ リース ボタン により 、ラ
ンバ ーサポ ートの 出入 量を体
格や好みに合わせ て調節でき
ます 。背もた れが腰部 形状に
しっ かりフ ィット 、長時 間の
着座によ る体の疲れを軽減し
ます 。

◆ロッ キング の強さの 調節
座面 裏右側のロ ッキン グ調
節グリ ップで ロッキ ングの
強さを調整でき ます。設定
範囲が広いの で、ユー ザー
に最適な座り心地が得られ
ます。

マネジメントチェア
130シリーズ
ハイバック

サークル肘付き
（本革）

CR-G131LDN3
定価￥435,800
W720×D730×H1020～1095

￥296,000
（税抜）

加美コンピューターサービス株式会社
TEL（06）6792-6480

FAX（06）6794-5850

KOKUYO エグゼクティブデスク
全てコクヨ指定業者により組み立て付の配送になります。
※1Ｆでの納品となります。

S370シリーズ

会議用テーブル
MG-S37K
定価￥88,700
W1800×D850×H720

￥59,000

（税抜）
応接会議イス
（マノヴェラ）
CE-K375
定価￥93,000
W620×D630×H830

両袖デスク
MG-S37D1885
定価￥180,000
W1800×D850×H720

￥62,000
（税抜）

￥120,000
（税抜）
両開き書棚
（ガラス扉タイプ）
MG-S37G
定価￥114,000
W900×D448×H1800

両開き書棚
（木扉タイプ）
MG-S37B
定価￥107,000
W900×D448×H1800

●可動棚6枚付き

●可動棚6枚付き

￥76,600
（税抜）

ロッカー
MG-S37LK
定価￥83,500
W600×D448×H1800
●扉ロック機構付き
●ハンガーバー/ネクタイ掛け/鏡付き

￥72,000
（税抜）

IRMA(イルマ)

￥55,000
（税抜）
ミーティングテーブル付
コミュニケーションL型デスク(L･R)
MG-N80DCL2010(L･R)SPAW
定価￥835,000
W2195～3770×
D1825～1575×H720
●コード受け付き●可動棚1枚付き
●アジャスター付き

￥553,000
●サイ ドキャ ビネッ ト及びミ ーティ ングテ ーブル は初期 設定時、デス クに対し
90度～135度の間で設置 可能。

●マネージャーの集中ワークを支援する機能性。
大きくラウンドした天板形状が集中に適した作業
面を提供します。
角度設定が可能なデスクトップストレージの使用
により、モニターの設置や書類管理など机上面を
有効に活用できます。
スクリーンパネルを使用すれば、オープン空間の
中でも適度な遮蔽感を得ることができます。

スク リーン パネ ル(小)
（コミ ュニケ ーシ ョンデ スク用）
MGA-N80PC204GN
定価￥103,000
W1210×H380
●天板面からの高さは10ｍｍです。

デス クトッ プス トレー ジ
MGA-N80T1SAW
定価￥75,000
W565×D358×H178
●配線機能付き

（税抜）

デス クトッ プス トレー ジ用
スク リーン
MGA-N80V6GN
定価￥90,300
W585×H280

￥68,000 ￥50,000 ￥59,000
（税抜）

（税抜）

（税抜）

●スペースに合わせたオープンなコミュニケーションを実現。
メインの異形天板と初期角度設定が可能な拡張天
板の組み合わせにより、さまざまなコミュニケー
ションに応じたセッティングを提供します。
メイン天板と拡張天板を直角に設定すれば少ない
スペースの中でのコミュニケーションが可能にな
り、角度を広めに設定すれば、よりゆったりとし
たスペースでのミーティングが実現できます。

サイ ドキャ ビネッ トの上には
プリ ンタを置くこ とがで きる
ため、プリ ントア ウトし た書
類が人目にさ らされ る心配が
あり ません。

※メラミン化粧板タイプ以外に突板タイプもございます
のでお気軽にお問い合わせください。

サイ ドキャ ビネッ トの天板
には スリッ トが設けて あ
り、配線 処理が可能です。

サイ ドキャ ビネッ トの下段
引き出しに は、A4ファ イル
ボッ クスを8個収 納する こ
とが できま す。

デス クトッ プスト レージ を使用する ことに より、
机上 面を有効に活用でき ます。
天板 面に配線 機能を設けて おり、ディ スプレ イを置くこ とも
可能です。（デス クトッ プスト レージ首振り角度：約30°）

