モールドウレタン

スチールチェア

Molded Urethane Chair
デザインが美しく、体にフィットするモールドチェアは、会議、打ち合わせ、銀行、図書館、大学、
市民センター、厚生施設、ショップ、ホテル等、さまざまなシーンで活躍します。

ラウンドチェア

ラウンドアームチェア

Round Chair / Round Arm Chair
背を大きくくり抜いた、曲線の美しい軽快なデザインが人気のアイテムです。
持ち運びしやすく、シート面にゴミが溜まらない事も特徴です。

チェア

S1070-11GM
￥45,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W455・D540・H790・SH440
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装
●説明動画はこちら
QRコードを読取

アームチェア
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ハイチェア

S1080-41GM

S1070-74GM

￥56,000 (消費税別)

￥54,800 (消費税別)

＊Bランク価格

＊Bランク価格

W630・D545・H790・SH440・AH605
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

W435・D510・H1000・SH700
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

●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。

ラウンドアームチェア

ラウンドチェア

Round Chair / Round Arm Chair
モールドチェアについて
モールドチェアはデザインしたイスの金型
を作り、スチールフレームでシートの基礎
を堅牢に作り、そのフレームを金型に入れ、
ウレタン樹脂を注入し、加熱発泡したイス
です。
モールドウレタンは柔らかさを保ちながら、
堅牢さを持ち、へたりが少ないことも特徴
です。
デザインがしやすく、体を包み込む柔らか
な曲線が可能です。

NEW

テーブル

YMBL-613NE ￥76,000 (消費税別)
W900・D900・H700
脚部：スチール・ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

サークルチェア

Circle Chair
使いやすいシンプルなデザインで、体に沿った柔らかな曲線が特徴です。
張り材により様々に表情が変化します。

●説明動画はこちら

チェア

S1060-11GM

QRコードを読取

￥45,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W455・D550・H825・SH440
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

NEW
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テーブル

NFGM-631NE ￥98,000 (消費税別)

●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。

クイーンズチェア

クイーンズアームチェア

Queen’s Chair / Queen’s Arm Chair
モールドウレタン成型の特長を活かした、体のラインにフィットする曲線のデザインです。
体になじむようなフォルムは、やさしい感触で使う人に負担を感じさせません。

チェア

S1000-11GM
￥44,600 (消費税別)
＊Bランク価格

W480・D580・H785・SH430
脚部：スチール
ガンメタリック・粉体塗装

NEW

テーブル

NEGM-621NE

●説明動画はこちら
QRコードを読取

チェア

チェア

S1010-41GM

S323-77GM

￥54,600 (消費税別)

￥24,000 (消費税別)

＊Bランク価格

＊Bランク価格

W605・D580・H785・SH430・AH635
脚部：スチール
ガンメタリック・粉体塗装

W320・D320・H620
脚部：スチール
ガンメタリック・粉体塗装

￥130,000 (消費税別)

テーブル

JAGM-621WH

￥98,000 (消費税別)

テーブルバリエーション

Table Variation

NEW

天板にナチュラルエルム色NEを新しく追加しました。P.5参照

特注サイズは弊社担当営業にお問い合わせください。

YMBS-620NE

YRBL-603NE

YXBL-603NE

NEGM-621NE

NFGM-621NE

￥46,000 (消費税別)

￥72,000 (消費税別)

￥76,000 (消費税別)

￥130,000(消費税別)

￥98,000 (消費税別)

W500・D600・H700
脚部：スチール
ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

Wφ900・H700
脚部：スチール
ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

Wφ900・H700
脚部：スチール
ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

W1500・D900・H700
脚部：スチール
ガンメタリック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

W1500・D900・H700
脚部：スチールダエンパイプ
ガンメタリック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板
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●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。

マッシュチェア

Mush Chair
大きく背中を包む背もたれは、肘掛けとしても使えるデザインです。

ハイチェア

S1030-74GM
￥54,800 (消費税別)
＊Bランク価格

W490・D510・H990・SH700
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

●説明動画はこちら

チェア

QRコードを読取

S1030-11GM
￥50,000 (消費税別)
＊Bランク価格

NEW

YTBM-621NE

テーブル

￥110,000 (消費税別)

W515・D565・H755・SH440
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

幅広の背もたれはホールド性が良く、回り込んだ形状
の先端付近は丁度、肘をのせることができるデザイン
が特徴です。
細くてスマートな脚部は、台輪部分と一体構造ですの
で、十分な強度を持っています。
また、座面中心を柔らかく仕上げているため、長時間
座ってもストレスを感じにくくしています。

NEW

テーブル

YRBM-602NE ￥66,000 (消費税別)
Wφ750・H700
脚部：スチール・ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

テーブルバリエーション

Table Variation

NEW

天板にナチュラルエルム色NEを新しく追加しました。P.5参照

特注サイズは弊社担当営業にお問い合わせください。
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JAGM-621NE

XMGH-651NE

XMGH-601NE

YRBH-601NE

￥98,000 (消費税別)

￥168,000 (消費税別)

￥88,000 (消費税別)

￥68,000 (消費税別)

W1500・D900・H700
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

W1500（φ400）・D500・H1000
脚部：アルミ・スチール
ガンメタリック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

Wφ600（φ400）・H1000
脚部：アルミ・スチール
ガンメタリック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

Wφ600・H1000
脚部：スチール
ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

●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。

スパイクチェア

Spike Chair
様々なシーンにマッチする、シンプルなスクエアタイプのイスです。
背もたれは柔らかな曲線を持ち、お客様を迎え入れます。

●説明動画はこちら

チェア

S1050-11GM

QRコードを読取

￥46,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W450・D535・H770・SH440
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

NEW
ユニオンチェア

Union Chair

テーブル

YXBL-613NE

￥72,000 (消費税別)

W900・D900・H700
脚部：スチール・ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板

スリムでスタイリッシュなテーパーレッグが特色です。
脚先に向かって細くなるテーパーレッグがシンプルで軽快な印象を与えます。

NEW
天板（メラミン化粧板）NE エルム柄

チェア

S1020-11GM
NEW

テーブル

YRBM-602NE ￥66,000 (消費税別)
Wφ750・H700
脚部：スチール・ブラック・粉体塗装
天板：メラミン化粧板
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￥44,000 (消費税別)

●説明動画はこちら
QRコードを読取

＊Bランク価格

W465・D560・H800・SH430
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装

●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。

アントンチェア

Anton Chair
機能とデザインが調和したシンプルな美しさが特徴の椅子です。
成形合板の背もたれとスチールパイプの脚が絶妙にマッチングしています。
●説明動画はこちら
QRコードを読取

NEW
チェア

S3710-11GMN
￥37,000 (消費税別)
＊Bランク価格

W470・D505・H780・SH440
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装
背：ブナ成形合板
ナチュラル色
平積スタッキング脚数4

NEW

テーブル

NFGM-631NE ￥98,000 (消費税別)

デコチェア

Deco Chair
ミッドセンチュリー感漂うラウンジチェアです。
高級感のあるスチール脚で、レトロとモダンのテイストを合わせ持ちます。

●説明動画はこちら
QRコードを読取

1人掛け（木肘付）・ロビータイプ

S3612-41GMK
￥88,000 (消費税別)
＊Cランク価格

W600・D665・H750・SH400・AH615
肘部：ブナ・ウォルナット色
脚部：スチールパイプ
ガンメタリック・粉体塗装
テーブル

LBGM-020BC ￥56,600 (消費税別)

●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。
www.nazero.co.jp

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。

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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