
オフィスシーティング［デューク］



「アクティブバック構造」による
心地よい上質な座り心地。
The ACTIVE BACK mechanism makes absolute comfort possible.
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身体を後方に傾けリラックスした姿勢で座りながら、意識

は前向きに集中する。この理想的な執務スタイルをサポー

トするのが、Dukeのアクティブ・バック構造。モールドウレタン

クッション、ハニカムデザインの樹脂シェル、アルミフレームの３

層により、背もたれがしなやかに身体にフィット。肩甲骨から背

中を包み込むようにホールドし、従来にない奥行き感のある座り心

地を提供します。

We do our best work when sitting in a relaxed and 
reclined posture that lets us devote our mental 
energy to the tasks at hand. The Duke active back 
design provides the perfect support for this ideal 
office working style. The body fits snugly and 
comfortably to the back of the seating’s 
three-element design of mold urethane cushioning, 
honeycomb-resin shell, and aluminum frame. The 
seating envelops the body from the shoulder blades 
on down and achieves a level of comfort 
unsurpassed by any other office seating.    

オフィスシーティングに、
新たな上質を。Duke [デューク]
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Duke: Superior design, easy operation, 
elegant style, unsurpassed comfort.



このスタイルに、自由と品質は共存する。

variation

Exceptional functionality and unsurpassed workmanship in a stylish design
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シンプルな機能美を表現するフレームライン、美しい縫製ライン

など、細部まで丁寧に作り込まれた製品デザイン。また、着座姿勢

のままで最適なポジションが得られるスマートオペレーション機構

がハイグレードな操作性を提供します。上質な座り心地、これまで

にないデザイン、先進機能のすべてを高い次元で共存させた

Duke。その独創的スタイルが、オフィスシーティングの概念を一

新します。

The design of the Duke office seating includes a simple, sleek, and 
graceful frame line, intricately stitched covering, and careful workman-
ship put into every detail and part. What’s more Duke’s exceptionally 
easy to use smart operation function lets you set your ideal working 
position while seated. Duke’s startlingly original style seamlessly 
combining unsurpassed seating comfort, novel and innovative design, 
and state-of-the-art functions ushers in a new standard for office 
seating for the modern workplace.
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●FUNCTION

リクライニングの強弱を調整
ハンドルは270°の回転で4段階の調整が
できます。

アンクルチルト®リクライニング
くるぶしを中心として自然な姿勢変化をサ
ポートします。26°の広範囲で調節が可能
です。

リクライニング操作
左肘先端のレバーで、フリーロッキングと
お好みの角度（5段階）での固定ができま
す。

座面の前後調節
左手を自然に下ろした位置にあるレバー
で簡単に操作できます。前後調整範囲
50mm。

ランバーサポート
体格やお好みに応じて調整が可能です。
上下調整範囲50mm。

座面の上下調節
右肘先端のレバーで簡単に調節が行えま
す。100mmのストロークで調整が可能
です。

フレームカバー（オプション）
背フレームに取り付ける緩衝材です。木製
デスクの天板等への衝撃を和らげます。

ヘッドレスト
上下の調整75mmと角度の調整40°が
可能です。（エクストラハイバックタイプ）

CZ911Y-G969  G969：クリア

●共通仕様 ： 背フレーム・肘・脚/アルミダイキャスト　　　肘パッド/樹脂成型品　　　キャスター/φ75ナイロン双輪（G91787X）

You can easily adjust the reclining 
angle with the lever located in the left 
armrest.

The headrest can be raised and lowered, 
moved forward and backward.

This is a cushion that can be attached 
to cover the backrest frame, which 
prevents damage to wooden desktops. 

You can easily adjust the seat height 
up to a maximum of 100mm with the 
lever in the right armrest. 

The lumbar support comforms to your 
physique and provides back support. 
You can adjust the height of the 
lumbar support up to 50mm.

A lever positioned underneath seat 
for easy reach enables you to easily 
slide the seat backward or forward up 
to 50mm. 

A dial for adjusting rocking 
resistance enables you to set the 
reclining resistance to meet your 
body shape and posture while sitting.

背中にフィットするアクティブ・バック構造
樹脂フレームが中折れすることにより、体
重で背もたれが優しくカーブし、肩甲骨か
ら首にかけての曲線にぴったり合います。
The plastic frame bends naturally to 
conform to your body shape and 
posture for added support and comfort.

This unique mechanism reclines the 
seat around an ankle up to a range of 
26°adjusting naturally to offer 
maximum comfort for any posture. 
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Leather 革

Polish ポリッシュ Silver シルバー Black ブラック

Suede Fabric クロス（スエード調）

Amundsen Fabric クロス（アムンゼン織）

FGM1 
ブラック Black

FGA2 
グレー Gray

FGA3 
ブルーグレー Blue Gray

FGA4
レッドブラウン Red Brown

FGA5
ブラウン Brown

FGA6
ピスタチオグリーン Pistachio Green

FCR1　
ブラック Black

FCR2
ダークグレー Dark Gray

FCR3
ライトブルー Light Blue

FCR4
レッド Red

FCR5
ブラウン Brown

FCR6
ミディアムブルー Medium Blue

P676 ブラック  Black

Upholstery
張地

Frame
フレームカラー

Model Number

CZ77ZXLeather

Extra High Back エクストラハイバック

製品コード
Code
仕様コード

革

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

Suede Fabric

Suede Fabric

クロス（スエード調）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

Leather
革

クロス（スエード調）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

CZ77ZR

CZ77ZR

P676

FG□□

FCR□

CZ87ZX

CZ87ZR

CZ87ZR

P676

FG□□

FCR□

CZ57ZX

CZ57ZR

CZ57ZR

P676

FG□□

FCR□

CZ75ZX

Leather
革

Suede Fabric
クロス（スエード調）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

Leather
革

Suede Fabric
クロス（スエード調）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

Leather
革

Suede Fabric
クロス（スエード調）

CZ75ZR

CZ75ZR

P676

FG□□

FCR□

CZ85ZX

CZ85ZR

CZ85ZR

P676

FG□□

FCR□

CZ55ZX

CZ55ZR

CZ55ZR

P676

FG□□

FCR□

Upholstery
張地

Frame
フレームカラー

Model Number
製品コード

Code
仕様コード

High Back ハイバック

695 615～665
530（座幅）
480（背幅）

10
05
－
11
05

12
60
－
14
35

42
0－
52
0

61
0－
71
0

400～450（座奥行）

695 615－665
530（座幅）
480（背幅）

10
05
－
11
05

42
0－
52
0

61
0－
71
0

400－450（座奥行）

Silver 

Leather
革

ポリッシュ
Suede Fabric
クロス（スエード調）

Amundsen Fabric
クロス（アムンゼン織）

Polish

Black

Silver

ポリッシュ
Polish

Black

●FRAME COLOR

●UPHOLSTERY

●SPECIFICATIONS
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