感染症を予防する、ロビー家具の新提案
インフルエンザ・ウィルスと比べ感染力の強い “新型コロナ・ウィルス” 感染予防のため、
あらゆる場所でソーシャル・ディスタンスを取り入れた、感染予防対策が進められています。

Withコロナ、Afterコロナの新しい日々へ。

感染症対策に対応したパーソンズチェア
ナゼロが取組んできた新しいシステムのイスは、感染症の収束後にも威力を発揮します。
実用新案登録第3232100

肘付イスの連結として実用新案取得

パーソンズチェア
コンパクトに設計された椅子は

右肘付き 、両肘付き 、左肘付き 、肘のない の4種類のイスがあり、

それぞれを自由に組み合わせることが可能です。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

サイドテーブル

D2100-21NN

D2100-41NN

D2100-31NN

D2100-11NN

LTW-1200NN

￥67,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥78,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥67,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥56,000

￥52,000

W530・D590・H790・SH420
脚部：ブナ・ナチュラル色

W585・D590・H790・SH420

W530・D590・H790・SH420

W530・D590・H790・SH420

(消費税別)

(消費税別)

＊Bランク価格

W250・D570・H340
天板：メラミン化粧板
脚部：ブナ・ナチュラル色

●説明動画はこちら
QRコードを読取

P.1

●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。

一人ひとりが主役になる椅子「パーソンズチェア」
用途に合わせて様々な組み合わせに対応できます。

組み合わせた椅子は必要に応じて、簡単に組み替える事が出来ます。

お子様やご高齢者も付き添いの方と
一緒にお使いいただけるファミリーセット

それぞれイスは連結が可能ですが、
連結には別途オプションパーツが必要です。

オプション

連結・解除の方法

連結部品

連結棒を回転させ、
受け側の椅子に差し
込みます。

￥2,500

P.2

(消費税別)

連結完了。受け側の
椅子を上げると解除
します。

●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。

実用新案登録第3232100

肘付イスの連結として実用新案取得

ピジョン・ロビーチェア
コンパクトで柔らかな鳥のような曲線の美しいロビーチェア。
それぞれの用途に合わせ、3種類をご用意しました。

ピジョン・ウッディ

ピジョン・グリップ

ピジョン・オーバル

D2006 シリーズ

D2003 シリーズ

D2005 シリーズ

丸みを持った木製脚の美しいイス

握り手の付いたイス

楕円パイプを使ったイス

シリーズには 右肘付き 、両肘付き 、左肘付き 、肘のない の4種類のイスがあり、自由に組み変えが可能です。
それぞれのニーズに合わせお使いください。With コロナ、After コロナに威力を発揮します。

NEW

ピ ジ ョ ン ・ ウ ッ デ ィ ロ ビ ー チ ェ ア (木製脚)

脚部：ブナ・ナチュラル色

女性や子供、高齢者に優しい、丸みを持った美しい木脚が特徴です。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

D2006-21NN

D2006-41NN

D2006-31NN

D2006-11NN

￥74,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥88,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥74,000

(消費税別)
＊Bランク価格

￥60,000

W565・D610・H800・SH420

W600・D610・H800・SH420

W565・D610・H800・SH420

W530・D610・H800・SH420

(消費税別)
＊Bランク価格

●説明動画はこちら
QRコードを読取

※連結部品を使い、簡単に連結・組み合わせができます。

全体に柔らかい曲線のフォルム。
オプション

連結・解除の方法

連結部品

連結棒を回転させ、
受け側の椅子に差し
込みます。

￥2,500

(消費税別)

連結完了。受け側の
椅子を上げると解除
します。

美しい曲線の背もたれ、
背中合わせも美しく配置できます。

P.3

●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。

NEW

ピ ジ ョ ン ・ グ リ ッ プ ロ ビ ー チ ェ ア (グリップ肘付)

肘・脚部：ダエンパイプ・ガンメタリック

握りやすい楕円パイプを使った、手掛けが特徴です。しっかり握り、立ち上がり、座り込みを援助します。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

D2003-21GM

D2003-41GM

D2003-31GM

D2005-11GM

￥78,000

￥78,000 (消費税別)
＊Bランク価格

￥58,000

＊Bランク価格

￥98,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W565・D610・H800・SH420

W600・D610・H800・SH420

W565・D610・H800・SH420

W530・D610・H800・SH420

(消費税別)

(消費税別)
＊Bランク価格

●説明動画はこちら
QRコードを読取

※連結には別途オプションパーツが必要です。

握りやすいオーバル形状の肘。

体を移動しやすくするために
座面はフラットな仕上げです。

オプション

連結・解除の方法

連結部品

連結棒を回転させ、
受け側の椅子に差し
込みます。

￥2,500

(消費税別)

連結完了。受け側の
椅子を上げると解除
します。

足を引き、立上がりやすく
するため、座面の端は角度
をつけた形状にしています。

NEW

ピ ジ ョ ン ・ オ ー バ ル ロ ビ ー チ ェ ア (スチール脚)

脚部：ダエンパイプ・ガンメタリック・粉体塗装

楕円パイプを使ったコンパクトなイスですが十分なスペースを確保しています。
どこにでも使える優れものです。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

D2005-21GM

D2005-41GM

D2005-31GM

D2005-11GM

￥72,000 (消費税別)
＊Bランク価格

￥86,000 (消費税別)
＊Bランク価格

￥72,000 (消費税別)
＊Bランク価格

￥58,000

W565・D610・H800・SH420

W600・D610・H800・SH420

W565・D610・H800・SH420

W530・D610・H800・SH420

(消費税別)
＊Bランク価格

●説明動画はこちら
QRコードを読取

P.4

●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。

スオミリンク

脚部：ダエンパイプ・ガンメタリック・粉体塗装

森と湖と妖精の国、フィンランド。スオミリンクはそんな森の湖を連想させる
かわいいロビーチェアです。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

1人掛け（逆丸コーナー）

D2200-21GM

D2200-41GM

D2200-31GM

D2200-11GM

D2200-96GM

￥80,000

￥96,000

￥80,000

￥64,000

＊Bランク価格

＊Bランク価格

(消費税別)
＊Bランク価格

￥114,000

＊Bランク価格

W575・D615・H800・SH400

W630・D615・H800・SH400

W575・D615・H800・SH400

W520・D615・H800・SH400

W1100・D670・H800・SH400

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)
＊Bランク価格

用途に合わせてバリエーション豊かに組合せが出来ます。

背面も美しい曲線のフォルム
●説明動画はこちら
QRコードを読取

握りやすいオーバル形状の肘。

体を移動しやすくするために
座面はフラットな仕上げです。
●説明動画はこちら
QRコードを読取

足を引き、立上がりやすく
するため、座面の端は角度
をつけた形状にしています。

NEW

スオミリンク2

脚部：ダエンパイプ・ガンメタリック・粉体塗装

ス オ ミ リ ン ク の 美 し い 曲 線 は そ の ま ま に 、 握りやすい楕円パイプの手掛け付きが加わりました。

1人掛け（右肘付）

1人掛け（両肘付）

D2210-21GM
￥83,000 (消費税別)
＊Bランク価格
W575・D615・H800・SH400

P.5

1人掛け（左肘付）

1人掛け（肘なし）

1人掛け（逆丸コーナー）

D2210-41GM

D2210-31GM

D2200-11GM

D2200-96GM

￥102,000

￥64,000 (消費税別)
＊Bランク価格

￥114,000

＊Bランク価格

￥83,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W630・D615・H800・SH400

W575・D615・H800・SH400

W520・D615・H800・SH400 W1100・D670・H800・SH400

(消費税別)

(消費税別)
＊Bランク価格

●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。

オアシス（パネル付き）

脚部：スチールパイプ・ブリリアントシルバー・粉体塗装

自分と他人のスペースを大切に確保するなら、憩いの場
オアシスが丁度よい。
オアシスは隣との距離が数センチしか離れていなくても、それぞれのスペースを
快適な居場所にすることのできる、組み合わせ自由なパネル付きのイスです。

1100

パネルとプライバシーの関係

●説明動画はこちら
パブリックスペースの中でのプライベート

QRコードを読取

な空間は、個室や密室を作るのでなく、外
部から使ってる方達を見守ることができる
椅子や、パネルの高さが大事です。

3～4人様でのご使用にお使いいただけます。

付き添いの方と一緒にお使いい
ただける2人掛けタイプ

1人掛け（ﾊﾟﾈﾙなし）

1人掛け（片ﾊﾟﾈﾙ・片ﾃｰﾌﾞﾙ付）

2人掛け（両ﾊﾟﾈﾙ付）

L2030-21BS (右ﾊﾟﾈﾙ) L2031-41BS
L2030-31BS (左ﾊﾟﾈﾙ) 肘置きは右側に付きます

L2030-11BS

L2032-21BS (右ﾊﾟﾈﾙ)
L2032-31BS (左ﾊﾟﾈﾙ)

L2030-42BS

￥154,000

￥120,000

￥198,000

￥244,000

1人掛け（片ﾊﾟﾈﾙ付）

(消費税別)

1人掛け（両ﾊﾟﾈﾙ付）

￥176,000

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

＊Bランク価格

＊Bランク価格

＊Bランク価格

W665・D700・H1135・SH420

W705・D700・H1135・SH420

W625・D700・H1135・SH420 W940・D700・H1135・SH420

＊Bランク価格

(消費税別)

＊Bランク価格

W1400・D700・H1135・SH420

●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。

ライブ・ショールーム
ドローン動画でショールーム、
ミニ・ミュージアムをご覧いただけます。

ホームページ
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。

FURNITURE COLLECTION vol.22

www.nazero.co.jp

デジタルカタログをご覧いただけます。

愛知県刈谷市今川町花池53番地

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