
V I Pを満足させるハイエンドなニューヨーク・スリーパーソファ  

特許 第6684010号 

 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

肘のくぼみが手掛けになっています。 

座面のクッションはハイブリッドな三次元スプリング構造体

「ブレスエアー®」を採用し、クッション性を高めると共に

環境にも配慮しています。 置きクッションは枕として使用します。 

引出し部はテーブルとして使用可能。 

天板トップ：メラミン化粧板 

VIP Room   

特別室  

ゆったりとした大きめなサイズの “モダン・クラシック ”なフォルムが特徴です。  

熟練の職人の手で丁寧に仕上げました。  

ロック付キャスターでスムーズな移動が可能。 

W1650/W2100(伸長時)・D760・H840・SH400 
ベッドサイズ／W640・D1900 
肘部／ブナ・ブラウンチェリー色 
張材：本体／B62-01(ｱｲﾎﾞﾘｰ)ビ 

クッション／B59-05(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)布 

※置きクッション(2個)もセットです。 

￥350,000 (Bランク・消費税別) 

NEW 

患者さまをサポートする病室の家具  

ハイブリッドな三次元スプリング構造体 「ブレスエアー 」 ® 

・高い通気性 蒸れにくくカビの増殖を防ぎ、清潔に保ちます。 

・高い体圧分散性 へたりにくく、優れたクッション性を持ちます。 

・環境にやさしい材料 リサイクル可能で環境にも配慮しています。 

 

 新幹線N700系の座席シートをはじめ、様々な場所で採用されています。 

P.1 

手掛け部を上へあげ、ロック解除

してから引き出してください。 

L2610-22BC 
ニューヨーク・スリーパーソファ 

(内寸法) 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 



無段階リクライニング機能で、フラット感覚のリクライニングを実現。 

 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

イスとベッドの機能を高い次元で両立するスリーパーチェア  

W795・D870・H1000～1090・SH390 
W795・D1210・H680・SH430 
(リクライニング時MAX) 

張材：本皮革・合成皮革 
脚部：ナチュラル色バーチ成形合板・ 

KR100-41BE  
リクライニングチェア 

￥172,000 (消費税別) 

※表示価格はオットマン付の価格です。 

特別な空間でお使い頂く、特別なリクライナー  

オットマンはスツールとしても使用可能。(耐荷重：約100㎏) 

ベージュ 

KR100-41BE 

ブルー 

KR100-41BL 

オレンジ 

KR100-41RA 

特許 第4733781号 

患者さまや家族が使ったり、医師の休息に使ったりと幅広い用途にお使いください。  

背もたれには柔らかな皮革を使い、使い心地を良くしています。  

W695・D820・H820・SH415 (イス時) 

W695・D1815・H715・SH375 (ベッド時) 

ベッドサイズ／W570・D1815 
肘部／ブナ・ブラウンチェリー色 
張材：背・座／B62-01(ｱｲﾎﾞﾘｰ)ビ 

L1004-41BC 
スリーパーチェア A 

￥260,000 (Bランク・消費税別) 

木肘タイプ 

L1008-41 
スリーパーチェア S  

￥240,000 (Bランク・消費税別) 

肘なしタイプ 

安全で簡単にイスからベッドに変身。スムーズに移動できる大きめのキャスターが付いています。  

開発から幾度も改良を重ね、スリーパーチェアは多くの施設で使われています。  

P.2 

小物置きに便利な可動式のサイドテーブル。 

KR110-NA ￥11,000 (消費税別) 

素材：天板・ナチュラル色バーチ突板 
サイズ：φ270  耐荷重：約5㎏ 

張材は耐次亜塩素酸・耐アルコール機能付きです。 

特許 第4699549号 

ナイロン66製回転ベース 

クッション／B62-16(ｲｴﾛｸﾞﾘｰﾝ)ビ 

肘・座下／B62-02(ﾍﾞｰｼﾞｭ)ビ 

※サイドテーブルはオプションです。 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 



1210mm (2人掛け) 

1525mm (3人掛け) 

1840mm (4人掛け／ベッド) 

内寸法 

 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

上質な空間を演出するセリーヌ・スリーパーソファ  

Patient Private Room A  

特許 第6684010号 

P.3 

W1410/W2050(伸長時)・D700・H725・SH430 
ベッドサイズ／W595・D1840 張材：Bランク 

L1160-22CA 

セリーヌ・スリーパーソファ 

￥256,000 (Bランク・消費税別) NEW 

個室でゆっくりとおくつろぎ頂けるグレース・スリーパーソファ  

特許 第6684010号 

普段はゆったりサイズの 2 シーターソファとして。  

簡単な操作でシートを伸ばし、ベッドとしてお使い頂けます。  

W1370/W2010(伸長時)・D700・H725・SH430 
ベッドサイズ／W595・D1840 
肘部／ブナ・ナチュラル色 
張材：本体／B30-04(ﾌﾞﾗｳﾝ)ビ ｸｯｼｮﾝ／Bﾗﾝｸ布 

L1150-22N5 

グレース・スリーパーソファ 

￥256,000 (Bランク・消費税別) 

NEW 

温かみを感じる木製肘タイプ。 

座面のクッションはハイブリッドな三次元

スプリング構造体「ブレスエアー®」を

採用し、クッション性を高めると共に環境

にも配慮しています。 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 

置きクッションは枕としてお使い頂けます。 

ロック付キャスターでスムーズな移動が可能。 

※キャスターの他、木脚タイプもあります。 

①肘手掛け部を上へ上げる。 

②ロック解除後に引き出す。 

●かんたん操作でベッドへ 

ハイブリッドな三次元スプリング構造体 「ブレスエアー 」 ® 

・高い通気性 蒸れにくくカビの増殖を防ぎ、清潔に保ちます。 

・高い体圧分散性 へたりにくく、優れたクッション性を持ちます。 

・環境にやさしい材料 リサイクル可能で環境にも配慮しています。 

●座面クッションには「ブレスエアー」を使用しています。 

お客様を迎え入れる、エレガントでモダンクラシックな 2 人掛けソファ。  

簡単な操作でシートを伸ばし、ベッドとしてお使い頂けます。  

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 



Patient Private Room B 

 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

多くの実績に支えられ、安心してお使い頂けるフロリダ・スリーパーソファ  

特許 第6684010号 

木製4本脚 

フロリダ・スリーパーソファ W  

L1138-22N5 
W1295・D700・H720・SH420 

￥220,000 （Bランク・消費税別） 

床面を傷から守るそり脚 

フロリダ・スリーパーソファ F  

L1148-22N5 
W1295・D700・H720・SH420 

￥220,000 （Bランク・消費税別） 

収納ボックス付き 収納スペースの少ない病室では、便利にお使い頂けます。 

トップにメラミン化粧板を使用した蓋は、

テーブルとして使えます。 

収納ボックス寸法 

550×485×175 

容量約50L 

病室で使われるスリーパーソファの標準的なタイプです。  

ソファの脚部は、移動が容易なキャスター・木製 4本脚・木製そり脚の 3種類からお選び頂けます。  

P.4 

手掛け部を上へあげ、ロック解除

してから引き出してください。 

N5 

ナチュラル色 

K7 

ウォルナット色 

肘・脚部カラー 

フロリダ・スリーパーソファ B  

L1118-22K7 (右固定肘) 

W1295・D700・H700・SH400 

￥260,000 （Bランク・消費税別） 

L1118-32K7 (左固定肘) 

L1128-22K7 (右固定肘) 

W1295/W1905(伸長時)・D700・H720・SH420 
ベッドサイズ／W595・D1825 
肘部／ブナ・ウレタン塗装 
張材：本体／B62-18(ｼﾙﾊﾞｰ)ビ 

クッション／B62-11(ﾌﾞﾙｰ)ビ 

フロリダ・スリーパーソファ C 

￥220,000 (Bランク・消費税別) 

キャスター 

L1128-32K7 (左固定肘) 

※写真は右肘付きタイプです。 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 



 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

Patient Private Room B 

どんな間取りでも使いやすい両袖開きのカリブ・スリーパーソファ  

狭い個室にも対応するコンパクトなベニス・スリーパーベンチ  

壁にクッションを置き、ソファとして使います。 

収納ボックス付き 収納スペースの少ない病室では、便利にお使い頂けます。 

ベニス・スリーパーベンチ B  

L1122-22K7 
W1280・D590・H685・SH410 

￥220,000 （Bランク・消費税別） 

L1124-22K7 

W1280/W1890(伸長時)・D590・H695・SH420 
ベッドサイズ／W590・D1825 
肘部／ブナ・ウレタン塗装 
張材：本体／B62-01(ｱｲﾎﾞﾘｰ)ビ 

クッション／B62-08(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)ビ 

ベニス・スリーパーベンチ C 

￥180,000 (Bランク・消費税別) 

キャスター 

W1250/W1850(伸長時)・D700・H720・SH420 
ベッドサイズ／W595・D1850 
張材：本体／B62-01(ｱｲﾎﾞﾘｰ)ビ 

クッション／B62-16(ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ)ビ 

L1140-12CA 

カリブ・スリーパーソファ 

￥230,000 (Bランク・消費税別) 

キャスター 

病室の間取りはすべて同じではないため、通常のスリーパーソファでは使いづらい事が起こります。  

両開きのカリブ・スリーパーソファは部屋の間取りに関わらず、使いやすい事が特徴です。  

トップにメラミン化粧板を使用した蓋

は、テーブルとして使えます。 

P.5 

手掛け部を上へあげ、ロック解除してから引き出してください。 

N5 

ナチュラル色 

K7 

ウォルナット色 

肘・脚部カラー 

クッションを使用しない時は、2個重

ねて収納できます。 

意匠登録 第1586499号 

ベニス・スリーパーベンチ W  

L1120-22N5 
W1280・D590・H695・SH420 

￥180,000 （Bランク・消費税別） 

木製4本脚 

特許 第6684010号 

特許 第6684010号 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 



P.6 

女性にやさしい、ゆったりとした柔らかなフォルムが人気です  

W224-11NB 
ローバックチェア 

￥27,200 (Bランク・消費税別) 

W390・D425・H645・SH420・座φ360 
木部：ブナ・ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｰﾁ色 
張材：B05-15(ｼﾅﾓﾝ)布 

十分なスペースが確保しづらい多床室で活躍するチェア  

背もたれの低いW224-11は補助的な 

スツールではなく、腰をしっかり支える、 

軽量ですが頑丈な椅子です。 

TTM-220NB 
テーブル 

￥72,600 (消費税別) 

Patient Room 

S012-11GM（イス2脚セット） 

スリーパーラウンジ 

￥168,000 (Bランク・消費税別) 

W600・D650・H700・SH380 
ベッドサイズ／W600・D1780 
脚部：ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ・ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ・粉体塗装 

※クッションはオプションです。 
￥11,000/1個 (Bランク・消費税別) 

QRコードを読取 

●操作動画はこちら 

椅子 2 脚を合わせ、簡単にベッドとして使えます。  

柔らかな丸みのあるデザインで、軽快な空間を創り上げます。  

女性が運べる重さ 1脚 13.5㎏ 

イスが簡単にベッドに変身するスリーパーラウンジ  

愛知県刈谷市今川町花池53番地  

www.nazero.co.jp 

Tel  |  0566-36-1321 
Contact  |  info@nazero.co.jp 

 ●張材は、アルコール系・次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤に対応した耐久性のあるビニールレザーを採用。安心してお使いいただけます。 

新着情報、トピックス、 
最新の納入実例をご覧いただけます。 

ホームページ 

2021年11月8日 

W1000-11NN 
収納機能付チェア 

￥75,000 (Bランク・消費税別) 

W540・D510・H745・SH420 
脚部：ｷｬｽﾀｰ (着座固定式) 
※木製脚タイプもあります。 

収納機能を備えた椅子  デポチェア  スタッキング可能な、お見舞いの方の為のビジターズチェア  

テーブルの中に納まり空間を

有効にお使い頂けます。 

訪問客用のカウチですが、デイベッドとしてお使いください。  

L350-44K1 
エベリンカウチ 

￥186,000 
(Bランク・消費税別) 

W1550・D650・H760・SH380 
脚部：天然木・ﾌﾞﾗｳﾝ色 
張材：肘・背／B30-21(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ)ビ 

座／B30-02(ﾍﾞｰｼﾞｭ)ビ 

LTS-110BC 
テーブル 

￥44,000 (消費税別) 

●災害時の避難者と、対応する職員の為に。  

●職場の休憩室でもお使い頂けます。  

意匠登録 第1441308号 

収納ボックス 容量約50L 

L350-80K1 
スツール 

￥58,000 

W650・D650・SH380 
脚部：天然木・ﾌﾞﾗｳﾝ色 
張材：B30-02(ﾍﾞｰｼﾞｭ)ビ    

(Bランク・消費税別) 

平積スタッキング脚数5 


