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スイフトの動画をWEBで公開中
http://www.okamura.co.jp/product/desk_table/swift/

Swift［スイフト］が実現する、＋
プラススタンディング

Standing のはたらき方。
オフィスワークは座り姿勢が基本。しかし、長時間同じ姿勢をとることは身体への負担が大きく、さまざまな問題があります。

そこでオカムラが提案するのが、立ち姿勢を積極的に取り入れる＋Standing（プラススタンディング）のはたらき方。

立ったり座ったりを繰り返すことで、健康維持、効率向上、交流促進などの効果が導かれます。

個人が生き生きと仕事できれば、チームも、オフィスも進化する。今、ワークスタイルの常識が変わります。

立ち姿勢を取り入れる。ワークスタイルが変わる。
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オカムラでは、研究機関および研究者のご協力のもと、上下昇降デスクで仕事を行う際に姿勢が

身体に与える影響を検証する実験と、オフィスワーカーに与える効果を探る2つの実証試験を実施しました。

これらの検証から、「+Standingのはたらき方」が、健康状態にも、仕事への集中力や「やる気」にも、

さまざまなプラスの効果を生むことが明らかになりました。

はたらく姿勢を変えることは、
なぜ大切なのでしょうか。

※画面は開発中です。

スイフトをもっと便利に使えるスマートフォンアプリ（2016年春リリース予定）。

リモートコントローラーとしての使用はもちろん、一日の立ち・座りの回数や時間、

消費カロリーなどを表示。上下昇降デスク［スイフト］をより快適に使うための

各種プリセット設定やアラート設定なども可能です。

「はたらく姿勢を変える」効果を見える化  スイフト連携アプリ

コントローラー画面 プリセット画面

※上記1-1～1-3の実験はすべて、作業開始から120分の時点で比較しています。
　公益財団法人 労働科学研究所調べ
＊ 出典：高さ可変デスクを使用したデスクワークへの立位姿勢の導入が身体違和感，疲労，
　下腿周径に及ぼす影響. 労働科学,Vol.90(4),2014

Reference

立ち仕事×座り仕事が、もっとも疲れにくい
パソコン作業中に立ったり座ったりを定期的に繰り返した実験参加者は、座り

や立ちの姿勢を続けた人に比べて疲労度が低いという数値が出ています。姿勢

を変えることで身体への負荷が分散され、疲れにくくなることがわかります。

立ったり座ったりを繰り返すと、足がむくみにくい
作業の前後でふくらはぎの周囲を測ったところ、「立ち姿勢だけ」「座り姿勢だけ」

の人と比較して、その両方を定期的に繰り返した実験参加者は周囲の増加量が

もっとも少なかったという結果が出ました。姿勢を変えることは、むくみにも有効だ

と言えそうです。

ポジションチェンジで、眠気が抑えられる傾向に
集中力を妨げる眠気は、仕事効率にとっての大敵。実験の結果、「座り姿勢」を続

けると、「立ち／座り」を繰り返した場合や「立ち姿勢」を続けた場合よりも、眠気

の度合いが高いことがわかりました。仕事の効率向上には姿勢を変えることが大

切だと考えられます。

立ち仕事を加えると、腰の痛みなどの自覚症状が軽減
2時間「座り仕事」を続けるよりも、1時間ごとに10分から40分の「立ち仕事」を加

えた方が、「腰の痛み（違和感）」に対する自覚症状が軽減するという結果が出ま

した。背中や腰の調子を整えるためにも日頃からこまめに立ち姿勢を取り入れる

ことが大切です。

弱強

座位 立位座位/立位

座位 立位座位/立位

小大

弱強

座位 立位座位/立位

弱強

座位 座位/立位

公益財団法人 労働科学研究所との共同実験*（2014～15年）より

Study1 2-1

1-1

1-2

1-3

1-4

2-2

2-3

身体への効果

「+
プラススタンディング

Standingのはたらき方」が人の身体に与える効果

週末にも仕事に向かう活力

心身のストレス反応が減少

より静かな良い睡眠が得られる

週末になっても「仕事に向かう活力」が、座

り続けた期間に比べて、立ち姿勢を取り入

れた期間で有意に高くなることが確認され

ました。

疲労感、不安感、抑うつ感、食欲不振、不眠

に関するストレスチェック項目の合計点数の

変化量が、座位期間に比べて立位期間で

は減少が確認されました。

座り仕事を続けた期間に比べ、立ち姿勢を

取り入れた期間では、平日睡眠時のアクティ

ビティインデックス（体の動きの指数）の低下

が確認され、睡眠の質が高まっていると考え

られます。

※上記は「立ったり、座ったり」を繰り返す+Standingスタイルの効能について、実際のオフィス環境
での検証を行うため、杏林大学医学部古賀良彦教授監修の下で実施された結果（抜粋）。体の動き
を検知するアクチグラフを実験参加者の腕に装着し、2週間の試験期間中、1週間は座位のみ、もう
1週間は立位を取り入れて通常勤務を行ってもらったものです。

座位期間 立位期間
減少

増加

座位期間
平均

立位期間
平均

座位期間
平均

立位期間
平均

Study2 プラスアルファの効果

杏林大学医学部古賀良彦教授監修による実証試験（2015年）より

「+
プラススタンディング

Standingのはたらき方」が
オフィスワーカーにもたらす効果
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Standing or sitting?

ときには立って、視点を変えてみる。

はたらく姿勢は仕事で選ぶ、スタイルで選ぶ。

Scene
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Have a meeting?

意見をまとめる、アイデアを広げる。

ミーティングの目的に合わせて高さを決める。
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Changing work styles

健康、効率、交流。立ち姿勢を取り入れて

ワーカー・チーム・オフィスに、新しい力を。
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はたらく人の姿勢に、デスクをアジャストさせるという発想。

それが、上下昇降デスク［スイフト］。

H1250mm

H650mm

Adjustment スムーズな高さ調整

Features

立ち仕事も、座り仕事も。

ボタンひとつで使いやすい高さに。

デスクの高さ設定は天板下の上下ボタンを押すだけ。1250mmか

ら650mm（ワークデスク）まで自在に調整できます。押し始めはゆっ

くり、その後スピードアップしてデスクがなめらかに昇降し、お好みの

場所でストップ。天板に物を載せても昇降スピードは変わらず、周囲

に配慮した静音設計で、ストレスなくお使いいただけます。

※マネージャーデスク：1150～650mm
　ミーティングテーブル：1250～700mm
※（電動）定格電圧100V、定格周波数50/60Hz

定格消費電力     フリースタンドタイプ     300W
                          L型・ 120°タイプ       450W
                          ベンチ・ワイドタイプ     600W

H650

H950

H1250

素早く
上下 腕に心地いい、天板エッジのなめらかな曲面仕上げ

Design スムースフォルムエッジ

上下昇降作動中に天板が障害物にぶつかった際、異常電圧を感知し動作をストップ。すぐに約3cm

（低速作動時は約1cm）戻る安全装置を標準搭載しています。また、待機電力は0.1Wという省電力。

長く安心してお使いいただけます。　

何かが挟まってもすぐに感知してストップする安全仕様

Safety セーフティリバース&省電力

座った姿勢でPC操作しても、
腕への不快な当たりを感じません。
立ったまま腕で体重を支えても、
エッジが滑らかなので快適。

※セーフティリバース機能：天板が何かにぶつかると、瞬時に感知し、動作をストップします。その後、安全のため約3cm（低速作動時　
　は約1cm）戻り、挟み込みを防止します。
※本機能は、対象物や製品の破損を未然に防ぐための機能ですが、全ての条件下での作動を保証するものではありません。

立った際に寄りかかれるよう、天板のトップエッジはなめらかな

スロープ形状にデザインしています。立っても、座った姿勢でも、PC

作業や筆記などあらゆるワークシーンを快適にするフィット感と心地

よさをご提供します。伸縮する脚部のデザインもすっきり。シンプルで

美しいフォルムが映えるよう、細部の仕上がりにこだわりました。

左

右
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※（P12＆P13）椅子、スイフト専用ワゴン、タスクライト、ファンクションビーム、コンセントユニットは別売。ノートパソコン、タブレット、資料類、天板およびファンクションビーム上の小物は撮影用です。

ワークデスク（フリースタンドタイプ）1600W×700D×4台　
本体：ホワイト、天板：ホワイト、デスクトップパネル：セージ、スムースフォルムエッジ、インジケーター無

3S20AB-MY31

写真は 3S20BB-MY31 写真は 3S22AA-MY31

ワークデスク（フリースタンドタイプ）

個人用デスクの基本スタイル。デスクトップパネルは、

ワークスタイルに合わせてラウンドタイプとストレート

タイプの2種類をご用意いたしました。

3S22BB-MY31

ワークデスク（ベンチタイプ）

向かい合わせの2台が連結されたワークデスク。

中央に大容量の配線ダクトと高さ固定のパネル

の設置が可能です。配線ダクト無のタイプもお選

びいただけます。

天板、脚部ともにすっきりとしたフォルムの個人用ワークデスク。

多彩なレイアウトや働き方に合わせて 4 タイプからお選びいただけます。

ワークデスク（ベンチタイプ）1600W×1400D（700D）×3連　
本体：ホワイト、天板：ホワイト、デスクトップパネル（ベンチデスクダクト専用）：マッシュルーム、スムースフォルムエッジ、インジケーター付、配線ダクト有

Work-desk

Products
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Prime Wood シリーズ3色

MAP1
プライムウッド
ライト

MAP2
プライムウッド
ミディアム　

MAP3
プライムウッド
ダークワークデスク（L型タイプ）(1800×1800)W×700D×2台　

本体：シルバー、天板：ネオウッドライト、デスクトップパネル（ストレートL型用）：パンプキン×2、スラントエッジ、インジケーター付 3S23SC-MY14

※椅子、収納家具は別売。天板上の小物は撮影用です。※椅子、タスクライト、コンセントユニットは別売。ノートパソコン、タブレット、モニター、キーボード、資料類、天板上の小物は撮影用です。

3S23PJ-MY22

マネージャーデスク（スクエア天板タイプ）2100W×900D
本体：ブラック、天板：ネオウッドダーク、幕板：ネオウッドダーク、スラントエッジ、インジケーター付

3A23PB-MY32

ワークデスク（L型タイプ）

机上面積が広く、複数の仕事を同時に行うなど

さまざまなワークスタイルに対応することができます。

ワークデスク（120°タイプ）（1200×1200)W×700D×3台セット　
本体：ホワイト、天板：ネオウッドライト、デスクトップパネル（ストレート120°用）：インディゴ、
スラントエッジ、インジケーター無

マネージャーからはじめるスタンディングワークという発想。

アクティブなリーダー像を印象づけます。

Manager-desk

Products

マネージャーデスク（スクエア天板タイプ）

執務をゆったりと行えるワイド天板を採用し、デスクフォルムの

格を上げる幕板を標準装備。木目のプライムウッドシリーズも

追加され、さらなる洗練された演出も可能です。

ワークデスク（120°タイプ）

デスクを向かい合わせに配置しても

互いの視線が合いにくく、

各 の々作業に集中することが可能です。

Prime Wood シリーズ3色

MAP1
プライムウッド
ライト

MAP2
プライムウッド
ミディアム　

MAP3
プライムウッド
ダーク
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ミーティングテーブル（ワイドタイプ）3600W×1200D　
本体：ホワイト、天板：ホワイト、スラントエッジ、インジケーター付、配線口付

※椅子は別売。天板上のノートパソコン、スマートフォン、資料、書類、小物、収納棚は撮影用です。※椅子、立上げ配線ダクト、ホワイトボード、モニタースタンド（上下昇降タイプ）は別売。天板上のタブレット、書類、小物は撮影用です。

3S27KA-MY30

ミーティングテーブル（ワイドタイプ）

最大3600×1200mmサイズの広 と々使えるワイドタイプ。

大容量ワイヤリングの収納ができる配線ダクトやオプションの

下部収納などを組み合わせてスマートな設えが可能です。
※ケーブルガード付。上下昇降高は700mm～1250mmです。

3S27AB-MY30

ミーティングテーブル（配線口付）
カジュアルに短時間で行える立ち会議。

フォーマルに座り姿勢で集中するミーティング。

スタイルに最適なテーブルの高さが選べます。

ミーティングテーブル（配線口付）2100W×1100D　
本体：ホワイト、天板：ホワイト、スムースフォルムエッジ、インジケーター付

テーブルの高さを変えると、交流の質も変わる。

さまざまなコミュニケーションが生まれるミーティングテーブル。

より多くのメンバーでミーティングができるワイドタイプ。

机上面に資料や模型などを広げ、ときには天板の高さを変えて、

新たな視点がアイデアを創出します。

Meeting-table Meeting-table (wide type)

Products
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ワーカーの手元を照らすLED照
明。デスクにしっかり固定される
ため、上下昇降の動きがあっても
安定してお使いいただけます。

タスクライト

腕を当てて寄りかかっても負担
にならないなめらかな曲面仕上
げのスムースフォルムエッジ。よ
り直線的でシャープなフォルム
のスラントエッジタイプもお選び
いただけます。

天板エッジ（デスク）

ワークスタイルに合わせてスト
レートタイプ、ラウンドタイプの
2種をご用意。内と外の生地色を
変えたツートンにもできます（内
側の色はバニラになります）。

デスクパネル

ファンクションビームには、ディ
スプレイのほか、タスクライト、ト
レーオプションなどを設置するこ
とができます。

ファンクションビーム

煩雑になりがちな電源・LANな
どを一箇所で整理できるインセッ
トタイプのコンセントユニットを
天板の配線カバーに装着するこ
とができます。

コンセントユニット（インセットタイプ）

スピーディーでなめらかに昇降するスイフトの使いやすさを高める

個人用ワークデスク向けタイプ・オプション

ワークデスクデスク＆テーブル

パネル

※サイズ、その他オプションなど豊富に取り揃えています。詳しくは「スイフト」WEBサイトまたはスペックシートをご覧ください。  ▶  http://www.okamura.co.jp/product/desk_table/swift/

※マネージャーデスク（スクエア天板タイプ）は、Prime Wood シリーズ3色の天板カラーも選べます。15ページをご覧ください。

Color Variations Option

パネル単色カラー

F015
グレープ

F010
パンプキン

F027
カモミール

パネルツートンクロス用カラー

F024
バニラ

F002
セージ

F025
マッシュルーム

F007
ハックルベリー

F029
インディゴ

F013
ブラックベリー

●組み合わせコード一覧

F002
セージ

F024
バニラ

F02B

F015
グレープ

F024
バニラ

F15B

F010
パンプキン

F024
バニラ

F10B

F027
カモミール

F024
バニラ

F27B

F025
マッシュルーム

F024
バニラ

F25B

F013
ブラックベリー

F024
バニラ

F13B

F007
ハックルベリー

F024
バニラ

F07B

F029 
インディゴ

F024
バニラ

F29B

天板カラー 脚仕様

ZF95
ブラック

MG99
ホワイト（デスク）

ZF96
シルバー

ZF97
ホワイト

MY01
ホワイト（テーブル）

MK37
ネオウッドライト

MK38
ネオウッドミディアム

MK39
ネオウッドダーク

●組み合わせコード一覧
デスク

MG99
ホワイト

ZF95
ブラック

MY11

MG99
ホワイト

ZF97
ホワイト

MY31

MG99
ホワイト

ZF96
シルバー

MY21

MK37
ネオウッドライト

ZF95
ブラック

MY12

MK38
ネオウッドミディアム

ZF95
ブラック

MY13

MK39
ネオウッドダーク

ZF95
ブラック

MY14

MK37
ネオウッドライト

ZF97
ホワイト

MY32

MK38
ネオウッドミディアム

ZF97
ホワイト

MY33

MK39
ネオウッドダーク

ZF97
ホワイト

MY34

ZF96
シルバー

MK39
ネオウッドダーク

MY24

MK38
ネオウッドミディアム

ZF96
シルバー

MY23

MK37
ネオウッドライト

ZF96
シルバー

MY22

デスク・テーブル共通

テーブル

MY01
ホワイト

ZF95
ブラック

MY10

MY01
ホワイト

ZF97
ホワイト

MY30

MY01
ホワイト

ZF96
シルバー

MY20

D

D

I

E

E

J

C

C

デスク天板をいちばん低くした
650mm高でもぶつかることなく
収まります。スツールとしても使え
るクッション付タイプもご用意。

スイフト専用ワゴン

高さ表示や、好みの高さを記憶
するメモリー機能がついた「イン
ジケーター付」と、上下ボタンの
みの2種から選べます。
※マネージャーデスクはインジケーター
付のみ。

コントロールパネル

I J

H

B

G

A

A

F

引出しは天板下中央に設置が
可能。天板と同時に昇降するた
め、ワーカーの姿勢が変わっても
つねに手元で収納物を取り出す
ことができます。

中央引出し

昇降時にワイヤリングをしっかり
保護し、安全な使用をサポートし
ます。すっきりとした脚デザイン
の外観を損なわない位置で固
定します。

ケーブルガード（デスク）

PC本体やカバンが収納できる
天板吊り下げ式ホルダーを設
置可能。天板が上下に動いて
もしっかりと保護できます。

CPU&カバン収納

HG

F

Type Option

B
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ワイドテーブルならではの収納力を活かす下段収納をはじめ

使いやすさに配慮したタイプ・オプション

ミーティングテーブル（ワイドタイプ）

さまざまな交流シーンを快適にサポートする

ミーティングテーブル向けタイプ・オプション

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル/ミーティングテーブル（ワイドタイプ）共通装備・オプション

Spec OptionOption

M

M

Q

デスクの下部スペースを活用した収納。文具や道具類を細かく整理できる
引出しトレーや、ファイル類をたっぷり収納できる棚を備えています。

下段収納

R

P

O

ワイヤリングはテーブル脚部の
大型の配線ダクトにすっきりと
まとめることができます。

配線ダクト

天板下に設置できる2口の電
源コンセントです。広い天板ス
ペースを有効に活用することが
できます。

コンセントユニット

P Q

R

L
L

N

ケーブル類を安全にまとめられ
るダクトです。天板の上下昇降
時にもケーブルをしっかり保護し
ます（ワイドタイプには取り付けら
れません）。

立上げ配線ダクト（テーブル）

テーブルの上下昇降に合わせ
て高さを変えられます。大型モニ
ター40～52インチ（最大40kg
まで）の取り付けが可能です。

モニタースタンド（上下昇降タイプ）

移動が容易にできるキャスター
付ホワイトボードやスタッキング
チェアは、上下昇降テーブルで
のミーティングに最適です。

ホワイトボード＆チェア

飲み物やペットボトル類などを
運べるサービスワゴンがあれ
ば、会議のリフレッシュに役立
ちます。

サービスワゴン

K

K

Option

Type

高さ表示や、好みの高さを記憶するメモリー機能がついた「インジケー
ター付」と、上下ボタンのみの「インジケーター無」の2種から選べます。

コントロールパネル

配線カバーは開閉式です。間口
が広く、中にOAタップ等を収納
することができます。使用してい
ない時には、配線ダクトをカバー
ですっきり覆います。

配線カバー（テーブル）

M

全周すべてが同形状の曲線仕上げです。
樹脂成型で、よりソフトな手触りを実現しています。

天板エッジ（テーブル）

LK

O

配線口には、天板クランプ式の
コンセントなどを設置できます。

コンセントユニット

N
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