
Molded Urethane Chair W + 3 Unique Chairs 

 ●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。 P.1 

W1070-11NN  

W455・D540・H790・SH440 
脚部：ブナ・ナチュラル色 
 

チェア 

￥57,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

W1080-41NN  

W630・D545・H790・SH440・AH605 
脚部：ブナ・ナチュラル色 

アームチェア 

￥68,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

環境にやさしく、安らぎを与えてくれる、美しい木脚の付いた新しいタイプの“モールドウレタンチェア”。 

体を支える形状はスチール家具や、木製家具にない、モールド・ウレタンならではの特徴です。 

多くのシーンにマッチし、喜んでいただけることと思います。 

 

木の香り漂う木脚モールドチェアW  

TQNN-941NE  

W1500・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 

テーブル 

￥132,000 (消費税別) 

NEW 

Round Chair W / Round Arm Chair W 
ラウンドチェアW  ラウンドアームチェアW  

NEW 

NEW 

モールド・ウレタンは、デザインした金型に強度を保つ骨組

みを入れ、その中にウレタン樹脂を注入し、加熱発泡をした

素材です。  

表面はなめらかな強度のある被膜が出来上がり、中身は十分

な柔らかさを持ったウレタンです。堅牢さを保ち、へたりが

少なく、体を包みこむ柔らかさが特徴です。  

 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 



 ●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。 P.2 

TQNN-940NE  
テーブル 

￥102,000 (消費税別) NEW 

TQNN-942NE  
テーブル 

￥136,000 (消費税別) NEW 

Round Chair W / Round Arm Chair W 
ラウンドチェアW  ラウンドアームチェアW  

S1070-74GM  
W435・D510・H1000・SH700 
脚部：スチールパイプ・ガンメタリック・粉体塗装 

ハイチェア 

￥54,800 (消費税別) ＊Bランク価格 

TQNN-920NE  
テーブル 

￥124,000 (消費税別) NEW 

Round Chair W 

 
 

Round Arm Chair W 

大きくくり抜いた背もたれは、機能満

載の美しいデザインです。  

持ち運びがしやすく、ゴミが溜まらな

い構造は除菌もでき、清潔に保つこと

ができることも特徴です。視界を遮る

事がなく、空間を広く見せることも魅

力です。  

 

アーム付きはゆったりくつろぐために

も十分な広さを確保しています。  

木目の美しい新しい木製テーブルと合

わせてお使いください。  

 



YRBS-620NE  
テーブル 

￥46,000 (消費税別) NEW 

TQNN-941NE  
テーブル 

￥132,000 (消費税別) NEW 

 ●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。 P.3 

Table Variation  
テーブルバリエーション  

TQNN-940NE  

W900・D900・H700 
脚部：ブナ・ナチュラル色 
天板：メラミン化粧板 
 
 

￥102,000 (消費税別) 

TQNN-920NE  

Wφ1000・H700 
脚部：ブナ・ナチュラル色 
天板：メラミン化粧板 
 

￥124,000 (消費税別) 

TQNN-941NE  

W1500・D900・H700 
脚部：ブナ・ナチュラル色 
天板：メラミン化粧板 
 
 

￥132,000 (消費税別) 

TQNN-942NE  

W1800・D900・H700 
脚部：ブナ・ナチュラル色 
天板：メラミン化粧板 
 

￥136,000 (消費税別) 

NEW 

Spike Chair W  
スパイクチェアW  

W1050-11NN  

W450・D535・H770・SH440 
脚部：ブナ・ナチュラル色 

チェア 

￥58,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

NEW 

S323-77GM  

W320・D320・H620 
脚部：スチール 
ガンメタリック・粉体塗装 

ハイスツール 

￥50,000 (消費税別) ＊Bランク価格 

天板にナチュラルエルム色N Eを新しく追加しました。  

天板（メラミン化粧板）NE  

ナチュラルエルム色 

NEW 

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。  

柔らかな曲線を持つモールド・ウレタンの背もたれは、お客さまを心地よく迎え入れます。  

シンプルな丸脚の木製脚は自然環境にも配慮し、いつまでも気持ちを和やかにしてくれることでしょう。  

 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 



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。  

木脚はドイツの国際森林認証制度を受けた、美しいブナ材を使い、自然に近い色調に仕上げました。  

Mush Chair W  
マッシュチェアW  

W1030-11NN  

W515・D565・H755・SH440 
脚部：ブナ・ナチュラル色 

チェア 

￥62,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

S1030-74GM  

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

ハイチェア 

￥54,800 (消費税別) 

＊Bランク価格 

Table Variation  
テーブルバリエーション  

YRBH-651NE  

W1500・D500・H1000 
脚部：スチール 
ブラック・粉体塗装 
天板：メラミン化粧板 
 

￥146,000 (消費税別) 

YRBH-601NE  

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 
 
 

￥68,000 (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。 P.4 

TQNN-920NE  
テーブル 

￥124,000 (消費税別) NEW 

NEW 天板にナチュラルエルム色N Eを新しく追加しました。  

NEW 

TQNN-941NE  
テーブル 

￥132,000 (消費税別) NEW 

YMBS-620NE  

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 
 
 

￥46,000 (消費税別) 

NEGM-621NE  

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 
 
 

￥130,000 (消費税別) 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 



 ●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。 P.5 

Q Chair W  
QチェアW  

背もたれに木目の美しいブナ合板を使用した、ゆったりとカラダを包み込むフォルムです。 

抜け感を演出する背の開口デザインとユニークな肘のディテールが洗練された空間を創ります。 

Cubie Ⅱ  
キュービィⅡ  

四角いデザインが愛らしいキュービィⅡ。  

シンプルで洗練された美しさがあります。  

W1302-11N7  

W465・D460・H760・SH450 
素材：ブナ・ナチュラル色 

チェア 

￥39,400 (消費税別) 

＊Bランク価格 

W2600-41NB  

W525・D555・H810・SH430・AH620 
背：ブナ成形合板 
脚部：ブナ・ナチュラル色 

アームチェア 

￥82,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

YMBS-620NE  

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 

テーブル 

￥46,000 (消費税別) NEW 

TQNN-920NE  
テーブル 

￥124,000 (消費税別) NEW 

平積スタッキング脚数4 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 



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 

P.6 2021年11月11日 

北欧テイストの高いデザイン性、彫刻的な美しさで空間を豊かにします。  

どの角度からも絵になるプロポーションが自慢ですが、座り心地も抜群です。  

AB Chair Light  
A Bチェア  ライト  

W1110-11NN 

  

W460・D555・H870・SH430 
素材：ブナ・ナチュラル色 
 

チェア 

￥56,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

平積スタッキング脚数4 

QRコードを読取 

●説明動画はこちら 

THNN-621NE  
テーブル 

￥98,000 (消費税別) NEW 

THNN-621NE  
テーブル 

￥98,000 (消費税別) NEW 

W1110-41NN 

  

W590・D555・H870・SH430・AH610 
素材：ブナ・ナチュラル色 
 

アームチェア 

￥66,000 (消費税別) 

＊Bランク価格 

平積スタッキング脚数4 

Designed by  蛯名 紀之 


