
快適＆エコノミー。
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快適性と卓越したコストパフォーマンスを発揮する
エコノミースタンダード〈セレーナ〉

快適性、機能性、デザイン性・・・。

あらゆるシーンで個性や価値観が多様化するいま、

オフィスチェアーに求められる価値も大きく変化してきています。

シンプルさと快適性にこだわったエコノミースタンダード〈セレーナ〉は、

優れた機能を備えながら、卓越したコストパフォーマンスを発揮します。





種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）
インクブルー スチールグレー ブラック

ハイバック 419-67 419-68 419-69 No.2922FG ¥59,400
ローバック 420-36 420-37 420-38 No.2912FG ¥55,900
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 415-57 415-58 415-59 No.2922S ¥58,500
ローバック 415-66 415-67 415-68 No.2912S ¥54,800
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

No.2922FG インクブルー No.2912F マウスグレー

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-25 420-26 420-27 420-28 420-29 No.2922F ¥57,100
ローバック 420-10 420-11 420-12 420-13 420-14 No.2912F ¥53,200
●上張：布張り（ポリエステル）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 417-72 417-73 417-74 No.2942S ¥68,900
ローバック 417-81 417-82 417-83 No.2932S ¥65,200
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー スチールグレー ブラック
ハイバック 420-45 420-46 420-47 No.2942FG ¥69,800
ローバック 420-96 420-97 420-98 No.2932FG ¥66,100
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-75 420-76 420-77 420-78 420-80 No.2942F ¥67,500
ローバック 420-60 420-61 420-62 420-63 420-64 No.2932F ¥63,800
●上張：布張り（ポリエステル）

フレキシブルアームタイプ

L i n e u p  商品一覧�

防炎布

防炎布

布張り

布張り

レザー張り

レザー張り

ハイバック ローバック

C o l o r  カラー�

ブラック
（BK-420GE）

インクブルー
（B-423GE）

スチールグレー
（H-425GE）

布張り（Fタイプ）リプル

インクブルー
（B-433）

ボルドー
（R-435）

マウスグレー
（H-433）

ブラック
（BK-430N）

ティールグリーン
（G-435）

ライトグリーン
（G-191PO）

ブルー
（B-193PO）

ブラック
（BK-190PO）

レザー張り（Sタイプ）防炎布（FGタイプ）グレイン

Fe a tu re  特長�

機能性の追求

上位機種のリクライニング
機構はそのままに、
さらにリーズナブルに。
座の傾斜スライドと連動しながら後傾する
スライド3WAYシンクロロッキング機構を
採用。座前部の持ち上がりがなく、骨盤
と大腿部の角度を最良に保つことができま
す。（最大傾斜 20°）
ゆとりあるシートサイズ、3次曲面の背もた
れは腰椎を支え、身体を優しく包み込み快
適なオフィスワークをサポートします。
またロッキングストッパー付シンクロタイプ
は傾斜角度をお好みの位置で固定できます
ので、長時間の執務にもベストポジション
を保つことができます。

座面左前方のレバー操作
によりロッキング角度を任
意の位置で固定すること
が可能です。（ロッキングス
トッパー付シンクロタイプ�
No.2940・2930 のみ）

座面右前方のレバー操作
により座面の上下昇降調
節が可能です（ストローク
幅110㎜）。また座面下の背
のロッキング強弱調節ノブ
を廻すことでロッキング反
力の調節が可能です。

簡単オペレーション

環境への配慮

「エコロジー is エコノミー」をテーマとした商品開発

背・座クッションの交換が
可能なロングライフ商品
張地が汚れたり破損した場合は、クッ
ション部分だけを取り替えることがで
きます。

※�背・座交換用クッションについては
別途お問い合わせください。

分別処理やリサイクルの
目安となる材質表示
主要な樹脂パーツには素材名を
表示し、廃棄時の分別処理や
再利用の推進に配慮しています。

20°

背のフリー・ロックレバー
（No.2940・2930のみ）

座のガス上下
調節レバー

背のロッキング強弱調節ノブ

フリーシンクロタイプ

ロッキングストッパー付シンクロタイプ

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全

非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全



種　別 注文番号 品　番 税込価格インクブルー スチールグレー ブラック
ハイバック 419-19 419-20 419-21 No.2920FG ¥38,300
ローバック 420-30 420-31 420-32 No.2910FG ¥34,800
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

No.2921F ティールグリーン No.2911F ボルドー No.2920F インクブルー No.2930FG ブラック

種　別 注文番号 品　番 税込価格インクブルー スチールグレー ブラック
ハイバック 419-26 419-27 419-28 No.2921FG ¥48,800
ローバック 420-33 420-34 420-35 No.2911FG ¥45,300
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-20 420-21 420-22 420-23 420-24 No.2921F ¥46,500
ローバック 420-05 420-06 420-07 420-08 420-09 No.2911F ¥42,600
●上張：布張り（ポリエステル）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 415-54 415-55 415-56 No.2921S ¥47,900
ローバック 415-63 415-64 415-65 No.2911S ¥44,200
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-15 420-16 420-17 420-18 420-19 No.2920F ¥36,000
ローバック 420-00 420-01 420-02 420-03 420-04 No.2910F ¥32,100
●上張：布張り（ポリエステル）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 415-51 415-52 415-53 No.2920S ¥37,400
ローバック 415-60 415-61 415-62 No.2910S ¥33,700
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー スチールグレー ブラック
ハイバック 420-39 420-40 420-41 No.2940FG ¥48,700
ローバック 420-90 420-91 420-92 No.2930FG ¥45,000
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー スチールグレー ブラック
ハイバック 420-42 420-43 420-44 No.2941FG ¥59,200
ローバック 420-93 420-94 420-95 No.2931FG ¥55,500
●上張：布張り（再生ポリエステル・防炎仕様）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-70 420-71 420-72 420-73 420-74 No.2941F ¥56,900
ローバック 420-55 420-56 420-57 420-58 420-59 No.2931F ¥53,200
●上張：布張り（ポリエステル）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 417-69 417-70 417-71 No.2941S ¥58,300
ローバック 417-78 417-79 417-80 No.2931S ¥54,600
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）インクブルー マウスグレー ボルドー ティールグリーン ブラック
ハイバック 420-65 420-66 420-67 420-68 420-69 No.2940F ¥46,400
ローバック 420-50 420-51 420-52 420-53 420-54 No.2930F ¥42,700
●上張：布張り（ポリエステル）

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）ブルー ライトグリーン ブラック
ハイバック 417-66 417-67 417-68 No.2940S ¥47,800
ローバック 417-75 417-76 417-77 No.2930S ¥44,100
●上張：ポリオレフィン系レザー張り

サークルアームタイプ アームレスタイプ

ハイバック ローバック

防炎布 防炎布

防炎布防炎布

ハイバック ローバック

ロッキングストッパー付シンクロタイプ

フリーシンクロタイプ

ロッキングストッパー付シンクロタイプ

フリーシンクロタイプ

グリーン購入法適合商品　　　　　��GNPエコ商品ねっと掲載　 （公財）日本防炎協会認定商品　 �受注生産品　 シンクロロッキング　 ガス上下調節　 肘上下調節　 肘前後スライド　 肘左右角度調節�

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

布張り再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

布張り再生材 ロングライフ 分別 環境保全

レザー張り非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全

レザー張り非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

布張り再生材 ロングライフ 分別 環境保全

再生材 ロングライフ 分別 環境保全

布張り再生材 ロングライフ 分別 環境保全

レザー張り非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全

レザー張り非塩ビ再生材 ロングライフ 分別 環境保全



� ※表示価格は税抜価格です。

O p t i o n  オプション

ハンガーが取り付けられます
ハイバック・ローバックいずれのタイプにも追加で
ハンガーの取り付けが可能です。

ハンガーセット
417-93��HG-29
�������¥5,800（税抜）
●PP樹脂成型品 ハイバック取付時

フレキシブルアームセット
417-91�AR-147H
����������������������� ¥21,100（税抜）
●PP樹脂成型品 ●肘当：エラストマー樹脂パッド

サークルアームセット
417-90��AR-149
����������������������� ¥10,500（税抜）
●PP樹脂成型品 

ナイロン双輪キャスター（1個）
688-01�CA-N44C
��������������������¥800（税抜）
●φ50mmナイロン双輪 ●ライトグレー色
●シャフトφ11×ℓ22mm差し込み式

ゴム単輪カバー付キャスター（1個）
688-02�CA-G42C
��������������������¥800（税抜）
●φ50mmゴム単輪 ●ライトグレー色
●シャフトφ11×ℓ22mm差し込み式
座高・総高が標準仕様より
約 7㎜高くなります。

フレキシブルアームの機能

上下調節 前後調節

角度調節 間隔調節
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16㎏
（16.5㎏）

No.2911FG・F・S
（No.2931FG・F・S）

14.4㎏
（14.9㎏）

No.2910FG・F・S
（No.2930FG・F・S）

14.6㎏
（15.1㎏）

No.2920FG・F・S
（No.2940FG・F・S）

16.2㎏
（16.7㎏）

No.2921FG・F・S
（No.2941FG・F・S）

17.9㎏
（18.4㎏）

No.2912FG・F・S
（No.2932FG・F・S）

18.1㎏
（18.6㎏）

No.2922FG・F・S
（No.2942FG・F・S）

※（　）の品番には座面左前方に背のフリーロックレバーがあります。

共通仕様
セレーナ

●�上張：�再生ポリエステル・防炎仕様（FGタイプ）、ポリエステル布（Fタイプ）、ポリオレフィン系レザー（Sタイプ）
●�クッション：�背座モードウレタン
●�脚部：�PA樹脂成型品（ライトグレー）
●��キャスター：φ50㎜ナイロン双輪
※シンクロロッキング（�No.2910・2920／フリーシンクロロッキング、No.2930・2940／ロッキングストッパー付（任意位置））
※ロッキング強弱調整可能
●��フレキシブルアームの機能：肘上下調整：最大78.5㎜（6ポジション）�肘前後スライド：最大50㎜（無段階）�肘角度調整：108°（7ポジション）


