


はたらき心地を、カタチに。

居心地の良い「カフェ」や「コワーキングスペース」でも

仕事をする面では不満があるようです。

効率性・創造性を高め、自分らしさと能力を思いのままに発揮し、

健康的に働くためのオフィスに求められる条件トップ３。

リラックス
しながら
仕事ができる

1 2 3雰囲気や
居心地が
良い

一人こもって
集中できる
場がある

私たちは、めまぐるしい変化のなかを生きています。

昨日まで当たり前でなかったものが

これからのスタンダードになるかもしれない、今。

これまで一般的とされてきた画一的なオフィスも、

作業や目的に応じて働く場所を柔軟に選択できる

多様性のあるオフィスへと変わりつつあります。

働く人のことを考え、働く人の生き方を想うことで

働き方をより良く変える、そんな働く環境づくりをしていきたい。

ときにはリラックスして、ときには集中して。

カフェのように雰囲気や居心地も良い。

しかも、働く場所としての機能性や利便性も兼ね備えている。

一人ひとりが、のびのび働き、新たな価値を生み出していくには、

そんな「はたらき心地」が必要なのです。

『Lives（ライブス）』

新しいファニチュアシリーズの誕生です。

作業スペースが
狭い

椅子やソファの
座り心地が悪い

電源コンセントが
ない

思いっきり
仕事ができる
環境が
整っている

仕事のモードや
気分に合わせて
働く場が選べる

社内外の人と
交流する場が
あるオフィス

空間の色や
素材に

こだわっている

オフィスワーカー1,000名を対象に“はたらき心地”についてアンケートを実施。

椅子と机の
相性が悪い

26% 24%

汚れが
気になる

22%

自分の荷物を
置く場所がない 

出典：株式会社 オカムラ
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ナチュラルビーイングとは、働く人の状態を指し、

「自分らしさと能力を思いのままに発揮している状態」を意味します。

それは組織が個人を生かすための重要な概念です。

組織の中で、個人の創造的な「感性」を豊かに刺激すること、多様な「価値観」を

尊重すること、効率的な「行動」を支え、促すこと。

ナチュラルビーイングに働くことが企業に新たな価値と発展をもたらす基盤となります。

オカムラでは人間と家具の接点となる“素材の

力”に注目しています。働く人、学ぶ人の個性

が尊重される時代になり、“空間を選択”できるこ

とが重要なキーワードとなっています。このような

時代には、個性溢れ、人間の感性を刺激する

「CMF（Color・Material・Finish）」が求めら

れています。

1,000名のオフィスワーカーへのアンケートの結果、6割を
超える人が働く場所には“色彩”だけでなく、素材の“質

感・触感”も重要だと感じていることがわかりました。

6割以上の人が感じています

出典：株式会社 オカムラ

居心地だけではなく、働く場としての機能

性も求められています。

座り心地も大切です

出典：株式会社 オカムラ

椅子やソファの
座り心地が悪い

32%

会社にとって必要不可欠な、一人ひとりの力。

働く人の［行動・感性・価値観］の3つの要素から「はたらき心地」にこだわりました。
仕事のモードや、気分に合わせて、働く場所が選べる。

自分のペース、チームのペースで働いてほしい。

Lives 
Policy 3 価値観を尊重する

誰でも扱いやすく、使い勝手が良いから、どんな
シチュエーションでも気持ち良く快適に働ける。

Lives 
Policy 1 行動を促す

ワクワクやドキドキが感じられる環境こそ
創造性を育み、効率性をもたらす。
だからこそ、私たちのオフィスは、素材の力で
感性を刺激する場所であってほしい。

Lives 
Policy 2 感性を刺激する

ひとりで深く考える
新しい仕事を発想して形にする。

まわりの意見を取り入れる
通りすがりの人とも知恵を出し合い、互いの成果を高める。

仲間とつくりあげる
アイデアを山ほど出し、選りすぐりの案にまとめる。

ひとりで仕事に没頭する
今やるべき仕事を迅速にしっかり仕上げる。

仲間の気配を感じ取る
最新情報を共有しながら、自分の仕事を遂行する。

仲間に素早く確実に伝える
お互いが知っておくべき情報を素早く報告・連絡しあう。
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フリーアドレスやABWなど、日々 のはたらく環境を支える、シンプルで容量の大きいオー

プンワゴンです。さっと動かして、すぐに使い始められる可動性の高さ。カバンを置いたり、

散らかってしまいがちな筆記用具をまとめたり。ユーザビリティを大切にしつつ、ミニマム

なデザインにすることで様 な々空間にフィットします。

はたらくを支える、最適なカタチ

Wagon
Lives

新しいワゴンのカタチ

フリーアドレスでの使用を考えた新しい

カタチのワゴンです。通勤カバンやその

日に使う書類の一時置きとして使用で

きます。見た目もカジュアルで、これか

らのABWオフィスにもマッチします。

私物や小物をスマートに収納

下段にはリュックなどの私物が置ける

十分なスペースを確保しており、上段

はモバイルバックや一時的に使用する

書類を置くことも出来ます。

カジュアルでありながら、しっかりと機能を備えたワークテーブルです。やさしい手触り

の木脚と、天板の角に丸みを施したやわらかなデザインが、仕事の緊張感の中にリ

ラックスした空気を作り、会話や新しいアイデアを生み出しやすくします。

インフォーマルでも、機能しっかり

※テーブル天板は特注仕様です。

（素材セレクト: ベルタッチ グレージュ）

Work Table
Lives

自由にカスタマイズ

脚、天板、高さを自由に選ぶことができ

ます。自由に移動するモバイルワークに

必要な鞄置きや埋込コンセントなどの

機能も充実しています。

デスクとしての機能もしっかり

中間脚やエンド脚（スチール脚のみ）に

は、配線を立上げるスペースが設けら

れており、すっきりとキレイに配線を収

納することが出来ます。
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自宅のリビングのようなリラックスした空間に調和するワークチェアです。体格に合わせ

て座面の高さを調節できる構造になっています。オフィスシーティングで培ったアンク

ルチルトリクライニング機構を採用。執務姿勢でも休息姿勢でも、からだに負担をか

けず快適にリクライニングできます。

カジュアルだけど、機能的

Work Chair

Lives

ツートン張り

遊び心のあるツートン張り仕様。

よりカジュアルな空間を演出できます。

スマートに調節

全ての操作レバーを一箇所に集約。

さらに、直感的に操作できるスマートス

ライドオペレーションにより、簡単に素

早く調節できます。

たくさんの機能はいらないけれど、きちんとした座り心地は譲れない、そんな人にぴった

りなワークチェアです。コンパクトでシンプルなアウトラインに、からだと見た目に優しいデ

ザインを実現しました。まずは、ふだんの仕事を支えるイスから、あなたのオフィスにひと

つ上のはたらき心地を加えてみませんか。

ちょっと使いに、ちょうどいい

Entry Chair
Lives

きちんとした座り心地

コンパクトでありながら、しっかりと体を

支える背と、やわらかな座面が快適な

座り心地を実現しました。

やわらかなデザイン

流れるような曲線で構成されたデザイ

ンアームと、背のシルエットがオフィス

に柔らかな印象をもたらします。
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Meeting Table
Lives

スペースの目的・雰囲気を問わずに配置できるシンプルなミーティングテーブルです。無

駄を省いたプレーンなデザインで、どんな空間にも違和感なくお使いいただけます。キャス

ター付きで移動も軽やかなので、収納をするときも力いらず。手際良く片付けられます。

どんな場所でも、フレキシブルに

汎用性の高いテーブル

天板形状や素材、脚タイプを豊富に

揃えました。デザイン性の高い空間は

もちろん、現在お使いのオフィス家具

にも合わせられます。

使わない時はコンパクト

複数の脚がきっちり組み合わさる構造

で収納がコンパクト。限られた空間を

有効活用できるのが特長です。

Café Table
Lives

ソファやラウンジチェアに合わせて使えるカフェテーブルです。空間にしっくりと馴

染む、脚の細いシンプルなデザインがオフィスをカフェの雰囲気に。心おだやかに

考えを巡らせるのにぴったりなスペースになります。高さの違う3つのテーブルを組

み合わせやすいよう、脚の形状を「X」状にデザインしました。

スマートだから、調和する

用途に合わせた100mm刻み

天板の高さは100mm刻みで、620・

520・420mmの3種類。天板が高め

のものは手元が高くなるので作業がし

やすく、天板の低いものはリラックス感

が高まります。

雰囲気に合わせて選べる材質

天板は機能性の高いメラミンから、突板、ガラス、大理

石などバリエーション豊か。脚も白・黒・ブロンズの3
色を揃えました。
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座り心地にこだわったフォールディングチェアです。必要なときにサッと取り出して使

えるため、サブチェアとして重宝します。座り心地が良いので長時間座るセミナーな

どでも活躍。足元にフレームがない4脚構造としたことで、立ち上がる際に脚を後ろ

に引くことができ、立ち上がりやすいデザインです。

折りたためるのに、快適

Folding Chair

Lives

スマートに、すっきり収納

ドーリーを使えば、すっきり収納できます。

使っていないときも美しく見える、オフィ

スに馴染むデザインです。

こだわりの座り心地

背のカーブは、からだをやさしく支えるデザインです。

座面は２種類をご用意しました。布バネ内蔵の座

パッドタイプ（写真左）は、底付き感がない柔らかな

座り心地です。シェルタイプ（写真右）は、座る人

にフィットする座面形状にこだわりました。

ネスティング可能で省スペース

使わないときは座面を跳ね上げて平行

にネスティングできます。イスを持ち上

げることなく収納できるので、誰にでも

扱いやすいです。

からだを包み込む木のぬくもり

座る人を包み込むような曲線は、成型

合板により生まれました。よりやわらか

な座り心地を実現する座パッド付タイ

プもあります。

カジュアルなミーティングに便利なキャスター付きのネスティングチェアです。身体の

向きを変えたり、ちょっとした移動がとてもスムーズなので、アクティブな話し合いを促

します。ぬくもりを感じさせる美しい木目が、居心地の良い空間をつくります。

居心地良く、軽快に

Nesting Chair

Lives
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Lounge Chair
Lives

座面が少し後ろに傾いていて自然と深く腰掛けられるラウンジチェアです。幅の広い背

もたれに包み込まれている安心感で緊張がほぐれます。上半身の動きを制限しないよ

うに背もたれを低めにデザインしているので、コミュニケーションの場にも向いています。

ゆったりと、リラックス

選べる脚タイプ

ロッキングチェアのように前後にゆらゆ

らと動くループ脚タイプ、背座部と同色

の木脚タイプ、シンプルな４本脚タイプ。

いずれも落ち着きのある空間を演出します。

ゆとりある座り心地

ゆったりと座れるよう座面の幅は広め。

自ずとくつろぎの姿勢になれます。厚

めのクッションがやわらかな座り心地を

提供します。

Café Chair
Lives

飽きのこないシンプルなフォルムのカフェチェアです。背もたれと座面の緩やかなカー

ブが空間にやわらかさやあたたかみをプラス。脚と座面の組み合わせによって印象

が大きく変わるので、つくりたい空間のイメージに合わせて、カスタマイズすることが

できます。

ナチュラルで、心地良い

345通りの組み合わせ

脚は５タイプ、座面はパッドなし、背座

パッド付、張りぐるみの３タイプ。木目の

種類と張り材の組み合わせを含めると

345通りのパターンがあるのでお好み

の１脚が見つかります。

スタックできて、すっきり

４本脚チェア、４本脚ハイチェア、ルー

プ脚チェアは重ねて収納することがで

きるので、スペースを有効活用すること

ができます。
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オカムラが提唱する「低座・後傾」姿勢をベースとした、パーソナルチェア&テーブル

です。テーブルをからだの近くまで引き寄せれば、足を自由に伸ばせるので、リラック

スして仕事ができます。ゆったりとした作業面を確保しましたので、ノートパソコンを

使ってもしっかりと腕を支えられ快適です。

リラックスしながら、しっかり集中

Personal Chair & Table

Lives

有機的なフォルム

座った瞬間、からだを優しく包み

込む立体的なフォルム。背もたれは、

パソコン作業に最適な形状です。

視線を遮り、集中力を高める

およそ8割のワーカーが、頭部を囲うことで「仕事に集中しやすくなった」

と回答。周囲の気配を遮り、個室にいるような集中力が期待できます。

「ワークヴェール」による効果

出典：株式会社 オカムラ

カフェコーナーやラウンジスペースはもちろん、ワークスペースの片隅にも気軽に置ける

デザインスツールです。ちょっとした打合せや、気分転換したい時など、さまざまな時間に

やさしく寄り添います。豊富なファブリックから組み合わせをセレクトすることで、空間を

やわらかく豊かに彩ってくれるでしょう。

気持ちほぐれる、やわらかさ

Pouf
Lives

目的に合わせた高さを

高さの違いがちょっとした会話をより活

発に。標準的な420㎜、立ち座りしや

すい500㎜、ソファなどにも合わせやす

い340㎜の3種類をラインナップ。

大きさもいろいろ

1人でちょっと座ったり、隣に荷物を置

いたり。様々な使い方ができるよう、4
種類の大きさをご用意しています。
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人の存在感を残しつつ、気になる音や視線を適度に遮断し空間をゆるやかに仕切る

ことができるフェルト製のパネルです。レイアウトや用途に応じて、脚のついたスタン

ディングパネルと、上から吊り下げるハンギングパネルの2タイプをご用意しましたの

で、お好みでお選びいただけます。

気配はあるけど、気にならない

Panel
Lives

ネスティングや連結が可能

前後で脚の高さと位置が異なるため、

重ね合わせての収納、直線や90°

での連結が可能です。

軽量で、触り心地が良い

綿状のフェルトを成形して作られる

ため、ひとりで持ち運びできるほど

軽く、またやわらかな触り心地を実

現しています。

集中を妨げる原因は音と視線

パネルで音や視線を遮断することで、

ワーカーが集中しやすい環境をつくり

だすことができます。

出典：株式会社 オカムラ

集中を妨げる原因

座り心地へのこだわり

人間工学に基づいた、からだに合った

背座形状です。仕事に適した快適な

座り心地を追求しました。

電源用コンセント

パソコン作業に欠かせない電源を、ユ

ニットテーブルや座面下に取り付ける

ことができます。

Unit Sofa
Lives

リラックスしながら快適に仕事ができるユニットソファです。座り心地が良く配線機能

も充実しているので、ストレスなく長時間のパソコン作業ができます。ひとりでの集

中作業など、背面エリアと仕切って使いたい場合はパネルを取り付けられ、集中

作業とコミュニケーションをお好みで選択できます。

姿勢が良いから、くつろげる
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アイランドキッチンのような構造のカウンターです。飲食スペースは気軽に人が集ま

るため自然と会話が生まれます。また、電源もあるのでパソコン作業ができるのもうれ

しいところ。コーヒーを淹れやすい高さのキャビネットと、座り作業ができるハイカウン

ターの組み合わせが、使いやすさを生みました。

高さ違いで、勝手が良い

Counter
Lives

多機能キャビネット

カトラリートレー付の引き出しや、飲料

水や防災用品を備蓄できるスペースを

確保しているので、細かいものから大

きなものまで整理整頓できます。

出会って生まれる
コミュニケーション

４０秒以上滞在すると、会話が発生す

る確率が高くなります。

出典：株式会社 オカムラ・早稲田大学共同研究

カフェでの会話発生の有無

飾り棚として使えながら、モニターやコートハンガーなどを組み合わせることが出来る、

使い勝手が幅広いシェルフです。フレームと棚板の構造を見直すことで、さらにシン

プルなデザインへと進化しました。空間をさりげなく仕切るだけでなく、パネルを組

み合わせることで、はたらく人の視界をコントロールすることも可能です。

しまえて、仕切れて、語らえる

Shelf
Lives

パネルで視線をコントロール

バックパネルは1段ごとに取り付け可能となって

おり、通路やカフェエリアの仕切として視線調整

に活用できます。

「立ち会議」で生産性向上

オカムラでは自社オフィスに立ち会議

室を設置し、「立ち会議」の効果を検証。

「身近な雰囲気になり話しやすい」「会

話が増えた・活発になった」など好意

的な意見が多く得られています。

「立ち会議」による効果

出典：株式会社 オカムラ
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普段はそれぞれの場所で働くプロジェクトのメンバーが、情報共有をしたい、

時間があう人がいれば意見を聞きたい、と思った時に気軽に集まれる空間を設け

ることで、チームの一体感が高まり、さらなるパフォーマンスの向上が期待できます。

シェルフで囲われることで、ほどよいプライベート感が醸し出されるエリアとなります。　

SCENE 01

Work Table  スチール脚 (×1)

1200W×1200D×720H

Entry Chair 5本脚 肘なし (×2)
463W×505D×862H

Wagon  ハイタイプ(×1)
450W×345D×650H

Pouf
450φ×340H  (×1)

450φ×420H  (×1)

Shelf
1200W×450D×2236H  (×4)
モニターユニット 1200W×450D×2236H  (×1)
ゲート 900W×450D×21H  (×1)
プランターボックス  (×5)
バックパネル  (×5)

※Shelfのレイアウトルールについては総合カタログをご覧ください。
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SCENE 02
1つのテーブルを共有で使っていると、自分の仕事に集中していても

周囲の状況が自然と目に入ってきます。指示や報告を効率良く行うためには、

日頃からチーム内で情報共有ができているかは重要な要素のひとつ。

フリーアドレスにすることで他部署のメンバーとも交流が始まります。

Work Table  木脚ナチュラル (×1)
2400W×1200D×720H
※テーブル天板は特注仕様です

（素材セレクト: ベルタッチ グレージュ）

Work Chair 5本脚 ローバック (×4)
582W・540D・950H

Panel ハンギングパネル 丸穴模様 (×2)
900W×420D×1700H
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ブレインストーミングやアイデア出しの際には、自由な雰囲気の中で

アクティブなミーティングをしたい。キャスター付きのアイテムなら、

イスやテーブルを動かしながら、ときには額を寄せ合って意見を交わし、

ときには各自が考えをめぐらせ、アイデアの整理をすることができます。

SCENE 03

Meeting Table 単柱脚フラップタイプ (×4)
900W×900D×720H

Nesting Chair 座パッド付タイプ (×4)

（muffle） 両面ホワイトボードパネル （×1）
700W・1700H
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新しいアイデアを練っているときやデリケートなデータを扱っているとき、

背後からの視線は気になるもの。左右と背後を仕切ることで情報を守りながらも、

前方が開けていれば、閉塞感をなくすことができます。

周囲から顔が見えるので話しかけやすく、コミュニケーションを妨げません。

SCENE 04

Unit Sofa テーブル付タイプ (×2)
2400W×630D×1460H

Personal Table スクエア・水平天板 (×4)
800W×600D×700H

27 28



煮詰まっているときに気分転換をするには、自席を離れて雰囲気を変えるのが効果的。

周囲と一線を画したソファスペースなら、リラックスした状態で考えをまとめたり、

書籍や資料から情報をインプットすることができます。

肩ひじを張らないインフォーマルなコミュニケーションの場としても。

SCENE 05

Unit Sofa ミーティング・ラウンジタイプ （×1）
1600W×600D×900H

Café Table 長円天板 （×1） / 丸天板 （×1） 
1200W×450D×520H / 450φ×620H

Lounge Chair ロッキングタイプ （×1）
600W×650D×710H
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脳への糖分補給をしながらタスクに取り組みたいとき、すぐ隣に人がいるとどうしても

気をつかってしまう。そんなときにカフェのようなレイアウトの空間があると、

人目を気にせずコーヒーやスイーツをチャージしながら仕事に取り組めます。

向かい合わせに座れば、ちょっとした打ち合わせにも使えます。

SCENE 06

Unit Sofa ミーティング・ラウンジタイプ 
2400W×600D×900H

Meeting Table 単柱脚 固定タイプ (×3)
600W×750D×720H

Café Chair 4本脚 張りぐるみタイプ (×3)
530W×525D×750H
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スピードと正確性の必要なルーティン業務を行う際は、邪魔されずに集中したい。

声をかけられないためには、集中していることを分かりやすく

周囲にアピールすることも重要です。パネルで仕切られた空間にこもることで、

効率良くタスクを仕上げることができます。

SCENE 07

Personal Chair ワークヴェールタイプ アルミベース (×2)
760W×690D×1210H

Personal Table ラウンド・水平天板 (×2)
800W×600D×700H

Panel フリースタンディングパネル (×2)
900W×420D×1700H

（Power Fit) アクセスポール（電源・USB供給タイプ） (×2)
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会議を予定しているわけではないけれど、簡単な報告や相談をしたい。

オープンなミーティングスペースがあれば、ちょっとした打ち合わせに使え、

通りがかった人も気軽に参加できます。形式ばらずに気軽に相談ができれば、

まわりの知恵を取り込むことができ、ひとりでは得られない成果をあげられます。

SCENE 08

Meeting Table T字脚 固定タイプ （×1）
1800W×900D×720H

Folding Chair 座パッドタイプ （×6） / 専用ドーリー （×1）
485W×535D×770H / 516W×825D×830H

Panel フリースタンディングパネル (×2)
900W×420D×1700H
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窓や壁に面した片側使いのテーブルは、他拠点を訪れたときや外出先から帰社した際の

タッチダウンスペースとして一時利用に便利。オフィスに背を向けるかたちになるので、

話しかけられにくく、自分に課したタスクを短時間で仕上げやすくなります。

さらに収納で空間を仕切れば、半個室に近い雰囲気にもなります。

SCENE 09

Work Table ハイタイプ （×1）
2400W×600D× 1000H

Café Chair ハイチェア シェルタイプ （×2）
580W×500D×950H

Shelf (×2)
1200W×450D×1000H
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居心地の良いカフェスペースがあると自然と人が集まり、偶発的な出会いによって

コミュニケーションが生まれます。何気ない会話が仕事のヒントになることも。

ひとりで行き詰まったとき、コーヒーを淹れるついでに偶然耳にした会話が

新しいアイデアにつながれば一石二鳥です。

SCENE 10

Café Chair ハイチェア シェルタイプ （×2）
580W×500D×950H

Counter 施工型照明取付タイプ （×1）
2870W×1130D×1000H

Counter キャビネット（引き出し / トラッシュ） （×1）
870W×900D×900H
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ヒュッゲ

プレイフル

CMF（サーフェイス）の組み合わせによって、空間のイメージが大きく変わります。

ライブスはCMFの選択肢を多く持ち、多彩な空間表現を可能にします。CMF
(Color, Material, Finish)

イマース

リチャージ

親しみのあるリラックス感

自然と会話が生まれやすいリラックスした雰囲気。あたたかみのある木の素材感と

触り心地の良いファブリックが居心地のよい空間を演出します。

集中しやすい落ち着き感

凛とした安心感

ひとりでもチームでも、腰を据えてじっくり仕事ができる雰囲気。人工的な素材とあたたか

みのある素材との組合せがクールすぎない、落ち着きのある空間を演出します。

気持ちを整え、冷静に物事に向きあえる凛とした雰囲気。すっきりとした素材と明るくやわ

らかな風合いが、凛とした中にも、気持ちやわらぐ空間を演出します。

遊び心のある開放感

様々な人が集い、情報が活発に行き交うオープンな雰囲気。点在する様々な素材や色彩が、

にぎわいのある空間を演出します。
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カタログの記載について

■ 非適合製品は
 製品コードに＊を付けて表示。

■ 対象外製品は製品コードを
 黒色で表示。

● 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
● 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
● 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
● 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
● 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

■ 適合している製品は
 製品コードを緑色で表示。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品
でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。
なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書を
ご提示致します。

● 本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。
● 本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

森林認証やRoHS指令・REACH規則・BIFMA・GSなど、グローバルでよりハイレベルな環境配慮に対する基準
をクリアした製品として推奨するもの。　　　　　　　　　

● 本カタログには、オカムラグリーンウェーブプラス製品が掲載されております。

主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg / m2・h以下：平均値(F☆☆☆☆基準)の材料を使用して
いる製品です。

● 本カタログには、低ホルム材使用製品が掲載されております。

○ 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。
確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。

○ 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書
は大切に保管してください。

○ お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用
の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。　

○ カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○ 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。　
○ 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従っ
た適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基
づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使
用された場合の３つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）１年・２年・３年としております。今後とも弊社はよ
り一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用ください。

オカムラ製品のご使用にあたり

JOIFA標準使用期間について
消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられまし
た。オフィス家具は対象ではありませんが JOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいた
だくため「 JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される
年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ロ
ーパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目
別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、鍵や、学校
用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

○ 購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただけない場合
○ 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
○ 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
○ 消耗品（電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等）
○ 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
○ 天然材料（木・革・その他）における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
○ 表面素材（張地・樹脂・塗装・その他）における色目・縫い・光沢等の質感の違い
○ 弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障及び破損
○ 通常使用により生じた摩損による変色・退色・異音・変形・錆・カビの発生等
○ 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
○ 納品後の移動・運搬による故障または破損
○ 可動部の動作音（椅子のリクライニング等）
○ 日本国以外で使用する場合

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（１日８時間程度）でご使用いただいた場合を想
定して定めたものです。２４時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ（消防・警
察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での保証期間ではございません。ご理解の
程お願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修（メンテナンス）が行われていることが前提とな
ります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより収納やロッカー類の扉のガタ
つきが発生したり、事務用椅子のキャスター（車輪）では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保
証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有
される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、
「JOIFA」の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認下さい。また、保証期間内で
あっても、以下の場合は有料での対応となりますのでご了承ください。

外観・表面仕上
機構部・可動部
構造体

塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗
不具合箇所・現象の例

引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
強度・構造体に係わる破損

1年
保証期間

2年
3年

このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。
一般社団法人　日本オフィス家具協会　会員番号

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ 受付時間  9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

フ リ ー
ダイヤル 0120-81-9060

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

机 10年 8年 8年

8年

8年

20年

10年

5年

5年

5年

10年

8年

10年

8年

10年

8年

8年

8年

机（可動部のあるもの）
テーブル
テーブル（可動部のあるもの）
折りたたみテーブル
回転椅子

非回転椅子
固定椅子（脚が木製）
折りたたみ椅子
収納家具（除・電装、木製）
収納家具（引き出し付）
棚(固定式)

手動式移動棚
教室用家具―机
教室用家具―椅子
金庫
ボード類（除・電子黒板）
ボード類(自立式)
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