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ALZATA SPINE［アルツァータ スパイン］

さまざまなオフィス環境に対応できる。その柔軟性で好評を博したアルツァータ スパインが
ベンチスタイルやルーム・イン・ルームの多様性などを加え、さらに進化しました。
これからは、オフィスの「今」と「未来」をつなげ、「未来」と「空間」を融合させます。

未来と空間を融合させる、進化型オフィスシステム
Creating functional and harmonious office environments
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ALZATA SPINE Series 
Alzata Spine represents the next generation in office furniture, 
with its innovative "bench-style" and "room-in-room" systems, 
which merge streamline designs with modern concepts 
in office function.
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The ultimate flexibility for evolving office environments

オフィスの変化に柔軟に応えていける、SPINE(スパイン)という発想。

ベースパネルを１本の背骨＝“スパイン”に見立て、規則正しくレイアウトされたスパインにバリエーション豊富なアタッチメントを自由に取り付ける。

これからのオフィス創りの重要な鍵となるスパインが、人事や組織変更など、業務の変化や企業の成長に合わせた

オフィスの変更を、最小限のパーツの増減で実現します。

自由度を極めた、進化し続けるオフィスへ
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The SPINE concept is what gives this modular system flexibility 
in creating harmonious and versatile office settings. 
Utilizing our single-base panel as the backbone of your office design 
makes it easy to attach any combination of the many accessories 
and allows you to create the optimum office environment. 
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デスクエンドのベースパネルを立ち上げ、通路とデスクスペースを分けることで、ワーカーが集中して
作業できる執務スペースを確保。チームごとのスタイルにも適応することができ連帯感も生まれます。
また、ベンチスタイルによるオープンなスペースは、フリーアドレスなのでフレキシブルな使い方が可能です。

フレキシブルなオフィスが生まれる。

時代の流れや業務の変化により、働く場所も変わっていきます。

その度にオフィス全体のレイアウトを変更していたのでは

時間的にもコスト的にもロスが多すぎ非効率です。

規則正しくレイアウトされたスパインのみを固定レイアウトとして考えれば、

アタッチメントの組み替えだけで同じスペースに、

異なるワークスペースを生み出せます。

Work spaces should adapt to changes in work requirements.

ワークスタイルの変化に合わせて、
ワークスペースも変化していく

A

A
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フラットな対向式レイアウトのワークトップにアドオンパネルを取り付けることで、コミュニケーションを図りながら
対面からの視線も遮断することができます。フリースタイルからパーソナルユースへと瞬時な対応も可能です。

B

ルーム・イン・ルームの増設も可能です。

オフィスとは、エリアごとに機能を持った専門的な空間。

それぞれの機能のつながりは、有機的でなければなりません。

エリアごとの機能と機能の調和を図りながら、多様なニーズへの回答を具現化するために、

アルツァータ スパインは、水平方向への自由な展開だけでなく、

垂直方向へもアクティブに、そして簡単に

展開することができ、フレキシビリティな

オフィス空間を構築することが可能です。

To organically link different functional spaces.

エリアごとに機能を持った空間を
有機的につなげるために

アルツァータ スパインとアルトシェア HSの融合で、
モジュールを変えることなく垂直方向への
自由な展開が可能。ミーティングルームなど
ルーム・イン・ルームの構築も簡単です。
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What kind of office environment might you need and want in the future

あなたのオフィススペースに、どんな未来を描きたいか

9
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扉を開けば、そこには新たなオフィスの可能性が見えてきます。

Consider all your options for a future office environment that meets all your needs.
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A

B

いまのオフィスに未来を合わせていくのではなく、いまと未来のニーズに

オフィスを合わせていくということ。アルツァータ スパインなら、それが可能です。

ルーチンワークと呼ばれる定型業務の空間も、アイデアを生み出すクリエイティブスペースも、

ルーム・イン・ルームによる目的に合わせたスペースも、臨機応変にコーディネートすることができます。

スパインから生まれる、ワーカーに合わせた独創的なオフィス空間。ぜひ未来を、描いてください。

そのスペースに、どんな未来を描いていくか。

ユーティリティスペース

Utility space
C

B

A

マネージャースペース

Manager space

ライブラリースペース

Library space

これまでのコピーやFAXを行うだけのスペースが、

ハイカウンターなどの設置で、

ワーカー同士が交流も図れるラフな

ミーティングスペースに生まれ変わります。

機能重視のユーティリティスペースが、

偶発的なコミュニケーションを生む場として活用できます。

パネルでコの字型に囲み周囲から区切って、

オープンなマネージャースペースを構築。

通路側をガラスパネルにして可視性をもたせることで、

エリア近くのメンバーとの連携も図れ、

チームとしての連帯感も保てます。

アルトシェア HSのビームに配線ダクトを取り付け、

ハイカウンター上に照明を設置することができます。

また、ビームにオプションの書棚やラダーパネルなども

設置できるので、家具による間仕切りが簡単にできます。
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ミーティングスペース(オープン)
タッチダウンスペース
ライブラリースペース
執務スペース(一般職)
マネージャースペース
ユーティリティスペース
ミーティングスペース(クローズ)
執務スペース(専門職)
会議スペース
ミーティングスペース(オープン)

E

F D

C

執務スペース

Desk space
E

D

F

ミーティングスペース

Meeting space

会議スペース

Conference space

フラットでオープンなベンチスタイルの執務スペースを

アドオンパネルとサイドワゴンを設置することで、

フリーアドレスのスペースからパーソナルワークの

スペースへと変えることができます。

また、人数の増減や執務形態の変化などに

フレキシブルに対応できます。

ガラスのアドオンパネルを使用することで、

クローズドミーティングスペースを

明るく開放的なセミクローズドのミーティングスペースに

変えることができます。

また、共有資料やアイデアをマグネットで貼り出せるように、

スチールパネルも使用しています。

アルトシェアＨＳのフレームはパネルとのジョイントにより

ゆとりあるブースでの構成が可能です。

ＡＬＺＡＴＡ ＳＰＩＮＥのベースパネルと

マルチエンドテーブルを組合せることにより、

トータルデザインをコーディネートした

一体感のある会議スペースを創れます。

また、オープンで開放的な会議スペースとなるように

ガラスパネルを利用。モニターなどのオプションも

簡単に取り付けられます。
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よりシンプルでコストパフォーマンスに優れたエンド用の
パネルです。ワークエリアにフラットでスクエアな印象を与
えます。

エンド部分をスタイリッシュに引き締める、グレード感のあ
るパネルです。側面からの視線を遮るアドオンパネルも取
り付け可能です。

ベースパネル パネル脚
脚をオフセットし３方向を利用できるエンド
テーブルはタスクやミーティングなど多様な
ワークスタイルに対応することが可能です。

マルチエンドテーブル

4人から5人へ、もしくは5人から３人へ。天板の下を自由に動かせるワゴンフリーにより

テーブルの席数を自在に変更できるベンチスタイルというフレキシビリティ。

シンプルかつスタイリッシュなデスクデザインが、

オフィスレイアウトに効率性と柔軟性をもたらし、

オープンなワークステーションを創出します。

The “bench-style” adds dimension to horizontal expansion.

ベンチというフリーなスタイル

最長3000mmの天板と天板の継ぎ目部分にも、パネル
や脚などの支えがなく、ワゴンを左右に自由に動かせま
す。そのためテーブルがフリーアドレスかつノンテリトリア
ルで使用でき、人数の増減にチェアの数だけで柔軟に対応
できます。

ワゴンフリー&フリーアドレスの自由

1615



空調効率を考慮したエアースルー 天板下にパネルを装着

アルツァータ スパインでは、デスク下のスペースへも十分な配慮で対応。

空調効率のことも考え、アンダーパネルの脱着を可能にしました。

パソコンのヘビーユーザーでない営業職の方はアンダーパネルを装着。

大容量の配線を要する方はアンダーパネルを取り外し、

ワイヤリングダクトを2段で取り付けるなど、業務内容に合わせた展開が行えます。

The functionality of the “under-panels” enhances office comfort.

オフィスの快適性を支える、アンダーパネルの機能性

オフィス内の空気の流れを改善し空調効率を高めるため
に。また、パソコン等の配線や通信機器による熱がこもる
のを防ぐために、天板下にパネルを取り付けない、エアー
スルーにすることも可能です。

エアースルー
大容量の配線でも簡単に整理できるように、ベースパネル
の下側にワイヤリングダクトを標準装備。さらにオプション
でワイヤリングダクトが追加できるので、パソコンのヘ
ビーユーザーは、上下で弱電と強電のワイヤリングを区分
けしたり、ハブなどの機器を収納することができます。

ワイヤリングダクト

17
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ワイヤリングダクトを上下2段で装着 外付ワイヤリングダクト、CPUホルダーなどもオプションでご用意

デスクトップをすっきりさせ、机上面のスペースを有効活
用するために。パソコンのCPU本体を天板下に吊り下げ
ることができます。

CPUホルダー
ベースパネルへの取付けも可能です。
（アンダーオープンパネルは標準装備）

ワイヤリングダクト（上部用）
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パネルを自由にスライドさせて、好きな位置で“T”連結で
きるオフモジュールなので、独創的なオフィスシーンの構
築も可能です。

オフモジュール
ワークトップやミーティングテーブルなどの片側をファン
クションレールに取り付けることで、すっきりしたデザイン
空間が構築できます。また多彩なオプション類の取り付け
も可能です。

ファンクションレール
高さや素材の異なるパネルを1段、2段と積み上げ、高さ
やしつらえを変えることができます。

アドオンパネル

高さの変化、素材やカラーのバリエーションで、個々の目的に応じたデスクスペースを構築する。

集中力をより高めたいなら、周囲をほどよく遮断できる高さに。

チームの連帯感を求めるなら、オープン性を保てる低さに。

アルツァータ スパインでは、アドオンパネルの組み合わせだけで、

さまざまなデスクスペースの演出が可能です。

“Add-on panels” promote flexibility in office design.

アドオンパネルで広がる、デスクスペースの演出

19
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925H
1100H
1275H

1625H

アドオンパネル（ガラス）
アドオンパネルには、5種類の高さがあり、木目、クロス、ス
チール、ガラスなど素材も多彩で、カラーバリエーションも
豊富です。

アドオンパネル高さモジュール

20
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Optional materials and colors allow you to create the ideal office.

素材やカラーの組み合わせで、理想的な環境を実現

集中力と機能性を重視［クリエイティブスペース］
より集中力の高まるモノトーン系のクロスパネルを使用し、さまざまなオプションが取り付けられる
ハンギングパネルを用いて機能性や拡張性を付加しています。

機能性と和みの融合［ミーティングスペース］
リラックスした雰囲気で打ち合わせや商談が行えるように、パネル素材には柔らかなイメージを演出する木目を使用。
ネオウッドのミーティングテーブルをハンギングパネルに取り付けて、パネルとの一体感ある空間を演出しています。

それぞれの目的に応じて、集中と交流のバランスを図り、理想的なデスク環境を構築するために。

アルツァータ スパインは、今までのフレームをそのまま残し、着脱可能な化粧パネルを変えるだけなので、

スペース目的に合わせた空間演出が、ロングライフかつローコストで行えます。

21
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個々の集中と連帯感を両立［プロジェクトスペース］
背面対向式レイアウトで集中と交流を両立させたプロジェクトスペース。
クロスと木目のツートンカラーを採用し、落ち着いた空間を創出しています。

開放感と個室感覚を調和［リフレッシュスペース］
偶発的なコミュニケーションの場として活用されるように、ワーカーの存在が周囲からでも分かるガラスパネルを使用。
ゆったりとくつろげる開放感も演出しています。
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Integration Alt Share HS promotes collaboration

ワーカーの交流を活性化させる
Alt Share HSとの融合

アルツァータ スパインとアルトシェア HSの連携。

それはパネルシステムとフレームシステムの融合による、

有機的で機能性の高いオフィス環境の出現を意味します。

プロジェクトや業務の変化に合わせ、ルームスペースを転換する。

フロア内に新たに上質で高密度のルームを設える。

これまで建築施工の領域だったスペースが、

手軽なオフィス家具で構築可能になります。

水平方向と垂直方向への展開力をさらに広げる

アルツァータ スパインとアルトシェア HS。

オフィスの進化に新たな価値をもたらします。

24
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ミーティングエリア

Meeting area 

アルトシェアＨＳのフレームにアルツァータ スパインのパネ
ルを組み込んだ壁面で構成したミーティングエリア。アル
ツァータ スパインのマルチエンドテーブルを組合わせトー
タルデザインによる、ワーカーの一体感を創出するミー
ティングスペースを創ることができます。

高品位かつ機能的な空間でのミーティングが、ビジネスの新しい視点を気づかせてくれるように。

チームや個人の能力を活性化させるには、オフィス環境に変化がなくてはなりません。

アルトシェア HSが生み出すルーム・イン・ルームは、

さまざまなオプションが取り付け可能なので、

オフィスがクリエイティブな空間を創出します。

“Room-in-room” - - high-quality office environments leading to innovative ideas

ルーム・イン・ルームの高品位な空間が
優れた発想を生み出す
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アルトシェアHSパネルを一部除いています。
レイアウト等については担当者にお問合せください。

14577490_P16-30.indd   25 10.10.28   3:41:29 AM

スペースを有効活用できるスライドドアを採用した
独立型のミーティングルーム。ドアをツインカーボ
ネートにすることで閉めて密閉しても開放的な明る
さを確保しています。また、プロジェクターをビーム
に取り付け、スマートなプレゼンやミーティングが行
えるようにしています。

ミーティングルーム

Meeting room

ハイカウンターを配置し、人が集まり、会話を楽しん
だり、仕事の合間の気分転換に適したエリアです。
ゆっくりとリフレッシュできるように、木目の素材で空
間に温かみを添え、ライブラリー機能も備えて、執務
スペースとは違った心地よい開放的で多目的な空間
にしています。

マグネットエリア

Magnet area

執務への集中を高め、ワーカーとの距離も置けるマ
ネージャー用の個室です。ワーカーを見渡せ、チーム
としてのより良い一体感が保てるように、ガラスパネ
ルを使用。木目のパネルも用いて、落ち着いた雰囲
気を演出しています。

マネージャールーム

Manager room
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Office design focused on workers inspires companies
to reach their full potential.

ビジネスに新たな可能性を引き出すのは、
ワーカーを中心に据えたオフィスです

集中力を持続させるにはONとOFFの切り替えが大切。

意識をたまに解放してあげた方が、効率よく集中できるそうです。

仲間との会話、チームの交流、仕事の合間の気分転換など、

仕事の効率やモチベーションの向上のために、オフィス空間ができること…。

アルツァータ スパインとアルトシェア HSの連携は、デザイン性と機能性だけでなく、

空間演出によるワーカーのマインドへの働きかけも重視しています。

オフィスの「今」と「未来」をつなげ、「未来」と「空間」の融合を実現するために、

アルツァータ スパインとアルトシェア HSがオフィスをさらに進化させます。

28
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1600W1400W1200W1000W900W800W700W600W400W 1800W 2000W1500W

ベースパネル高さ
HIGH

ベースパネル幅
WIDTH

ベースパネルの高さと幅の組み合わせは自由に選べます。

※1275Hと1625Hには、1800Wと2000Wの品揃えはありません。

Options and accessories to compliment any office space

目的や用途によって選べる、豊富なラインナップ

COLOR カラー

■本体 ■天板

■木目パネル

Z637（スキップシルバー） MG07（ホワイト） MG06（ライトプレーン） MK17（ネオウッドライト） MK18（ネオウッドミディアム）MK19（ネオウッドダーク）

Z745（ライトプレーン） ZA47（ネオウッドライト） ZA48（ネオウッドミディアム）ZA49（ネオウッドダーク）

■クロスパネル
　PETリサイクルクロス

FY29（オレンジ） FY22（ローズ） FY26（ペールブルー） FY21（ペールグレー） FY24（オフホワイト） FY27（ブラック） FY28（ライトグリーン）

VARIATION パネルバリエーション

木目 スチールハンギング クロス

アッパースクリーン

アドオンパネル

26
60

0
32

4
54

3
54

26
26

26
26

25
0

54
3

54
26

26
54

3
54

26
26

26
42

5
54

3
54

26
26

26
60

0
54

3
54

26
26

1450H 1625H

1250H 1450H

1450H

1625H

1625H
1100H 1275H

925H 1100H
1275H

1625H

1625H

1100H

1275H

925H

650H
50

A4書類タテ

A4書類タテ
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［アドオンパネル］

［アドオンパネル］

［HSベースパネル］

［HSウォールパネル］

［NCウォールパネル］
［テンションフレーム］

［アドオンパネル］ ［エンドパネル］

フロントパネル

中間支柱ビーム スケルトン用脚ベース スライドドアユニット

プロジェクタ
アーム

スライド
ホワイト
ボード

ビームトップ
ボックス

支柱

センタービーム

ビーム

ロールスクリーン

ワークトップ

ワークトップブラケット
上部ワイヤリングダクト

下部ワイヤリングダクト

Ｔ連結ピース

補助脚

パネル脚

カウンター天板

スイッチダクト

バーチカルダクト
機器収納

ブロック収納ボックス

ワイヤリング用回転カバー

センターカバー

ワゴンフリー脚

ワイヤリングダクト（ワイヤータイプ）

スライド
ホワイトボード
レールセット

スライド
ホワイトボード
レールセット

ALZATAのカタログも
ご用意しております。
担当者におたずねください。

Alt Share HS

ALZATA SPINE システム構成図

■クロスパネル
　インポートクロス

FFC3（チタニウム） FFC4（カーキ） FFC5（シエラ） FFC6（シルク） FFC7（ピューター） FFC8（カーボン）

■スチールパネル

■ガラス

Z637（スキップシルバー）Z975（ネオホワイト）ZA75（ネオホワイト） Z25（ブラック）

H48（フロストガラス） H49（グレーペーン） H54（クリアガラス）

システム構成図

（PINNACLE）

ALZATA SPINE用
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○組立・施行及び配送費は価格に含まれておりません。
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行う
有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口
までご連絡ください。
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