
Peteatにつきましては、専門
のカタログがあります。担当
者におたずねください。

ハイバック ローバック ミニバック

快適な座り心地と機能性を、コンパクトなボディに凝縮。
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■バリエーション

座り心地の良さ・安定感を
確保しながら、脚径・座面
をサイズダウンしました。
肘外幅550mmのコンパク
ト設計なので幅1800mm
の会議テーブルに3脚並べ
て設置が可能です。また
幅が小さめの1200mmの
デスクにワゴンを設置して
も、肘までしっかり収納で
きます。

W1800mm

D
900m
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ワゴン

W550mm

φ597mm

■コンパクトサイズ

CK926Y-G272(グレー）
CK926Y-G721(ブラック）
¥10,000
※ミニバックには取付け不可

C

座下のリングレバーによりどの方向
からでも座の上下調節が可能です。
（スタンダードタイプ92mm、ハイ
チェアタイプ154mm）

❷
❶

座面高さ調節（ミニバック） 座面奥行調節
座面は前後30mmの範囲（10mmピッ
チ4段階）でスライドします。背当
てと座面前縁の距離を適正に保ち、
膝裏の圧迫を解消するとともに腰部
を確実にサポートします。　　　　
※ミニバックを除く

座面高さ調節
（ハイバック・ローバック）
座面左下のレバーにより、無段
階に高さ調節が可能です。（ス
タンダードタイプ92mm、ハイ
チェアタイプ154mm）

❶リクライニングの角度調節
❷リクライニングの強弱調節
リクライニングした姿勢で操作が
できるレバー。任意の位置での固
定ができます。座面右側のダイ
ヤルでリクライニングの強弱を調
節できます。※ミニバックを除く

アンクルチルト®リクライニング
くるぶし（アンクル）を中心とした
自然な動きをサポートするアンク
ルチルト®リクライニング。18度の
広範囲リクライニングと任意位置
での固定ができます。
※ミニバックを除く

肘高さ調節
100㎜（10㎜ピッチ11段階）の高
さ調節が可能。

肘角度・前後スライド調節
30°（内15°、外15°）の広範囲角度
調節（15°ピッチ3段階）、50mmの
前後スライド調節（10mmピッチ6
段階）が可能。

アジャストアーム
CT529Y-G726(グレー）
CV521Y-G721(ブラック）
¥18,600
※ミニバックには取付け不可

A

アジャストアームハイタイプ
C4529Y-G726(グレー）
CV521Y-G721(ブラック）
¥18,600
※ミニバックには取付け不可

B

■アジャストアーム ■アームバリエーション

背のスタイルは、しっかり体を支えるハイバック、自由度の高いローバック、
天板の下に収納も可能なミニバックの3タイプをご用意。座る人の体型はも
ちろん、オフィスのイメージに合わせてお選びください。

ナイロン双輪キャスター
カーペットのような柔らかい床
でもスムーズな移動ができます。
G93380X-G726 （グレー）
               -OG10（ブラック）

ゴムキャスター
Pタイルのような硬い床に
適しています。
W13463X-G726（グレー）
                -OG10（ブラック）

環境配慮ポイント

●再生樹脂の積極採用
資源の有効利用をはかるた
め、再生樹脂を積極的に採用
しています。また樹脂部品に
は再資源化を促すための材質
表示を施しています。

●徹底した分別設計
単一素材への分解率を高め、将
来の再資源化に備えるととも
に、背座のクッションや部品
の交換を容易にすることで末
永くお使いいただける構造に
なっています。

GW

［プティート］

■ハンガー（オプション）

ハンガー使用状態

上着をかける
時は上方へス
ライドさせて
使用します。
上下スライド
230mm。

■キャスターバリエーション
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■ハイバック

■ローバック

CT85ZR-FET7 CT36ZR-FET3

CT83ZR-FES6 CT33ZR-FES3

A B E F

C D G H

CT88GR-FE□□（双輪）
CT88CR-FE□□（ゴム）
¥82,700
550W×542～572D×587～741SH・974～1066H
肘高/710～964H（肘高調節100mm）
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ700

CT38GR-FE□□（双輪）
CT38CR-FE□□（ゴム）
¥64,100
443W×542～572D×587～741SH・974～1066H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ700

CT88ZR-FE□□（双輪）
CT88JR-FE□□（ゴム）
¥82,700
550W×542～572D×587～741SH・974～1066H
肘高/710～964H（肘高調節100mm）
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ700

CT38ZR-FE□□（双輪）
CT38JR-FE□□（ゴム）
¥64,100
443W×542～572D×587～741SH・974～1066H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ700

ビ
●カラー（ミニバックのみ）

PB21
（ライトブルー）

PB22
（ミントグリーン）

PB23
（ローズ）

PB24
（チャコールグレー）

FET7
（レッド）

FES0
（ブラック）

FES3
（ライトグレー）

FET3
（アプリコット）

FES4
（ダークブルー）

FES6
（ターコイズブルー）

FES9
（イエローグリーン）

PETリサイクル布
●カラー（共通）

（再生PET 52％含有）

●共通仕様：
背・座/布　再生PET 52％含有　
ビニールレザー（ミニバックのみ）
アジャストアーム（ミニバックを除く）
/スチール＋樹脂成型品
脚/エンプラ（熱可塑性ポリアミド樹脂） 
ハンガー（ミニバックを除く）/ス
チール＋樹脂成型品

プティート

●価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。●価格には配送費、施工費は含まれておりません。別途申し受けます。
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スタンダードタイプ/ブラックシェル

■ローバック■ローバック

ハイチェアタイプ/グレーシェルハイチェアタイプ/ブラックシェル

■ハイバック

■ローバック

CT85GR-FES4 CT35GR-FES9

CT83GR-FES6 CT34ZR-FES0

CT31GR（双輪）
-FE□□　　　、-P□□□

CT31CR（ゴム）
-FE□□　　　、-P□□□ 
¥42,000 
454W×509D×406～498SH・627～719H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ597

CT31GR-FES0

■ミニバック

布 ビ

I

CT39GR-FES0N

■ミニバック

布
布

布
布

布
布

布
布

ハンガーなし
CT83ZR-FE□□（双輪）
CT83JR-FE□□（ゴム）
¥66,100
550W×542～572D×410～502SH・797～889H

ハンガーなし
CT33ZR-FE□□（双輪）
CT33JR-FE□□（ゴム）
¥47,500
443W×542～572D×410～502SH・797～889H

ハンガー付
CT34ZR-FE□□（双輪）
CT34JR-FE□□（ゴム）
¥57,500
443W×542～572D×410～502SH・802～1124H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ597

ハンガーなし
CT83GR-FE□□（双輪）
CT83CR-FE□□（ゴム）
¥66,100
550W×542～572D×410～502SH・797～889H

ハンガー付
CT84GR-FE□□   （双輪）
CT84CR-FE□□（ゴム）
¥76,100
550W×542～572D×410～502SH・802～1124H
肘高/533～725H（肘高調節100mm）
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ597

ハンガーなし
CT33GR-FE□□（双輪）
CT33CR-FE□□（ゴム）
¥47,500
443W×542～572D×410～502SH・797～889H

ハンガー付
CT34GR-FE□□（双輪）
CT34CR-FE□□（ゴム）
¥57,500
443W×542～572D×410～502SH・802～1124H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ597

布
布

ハンガー付
CT84ZR-FE□□（双輪）
CT84JR-FE□□（ゴム）
¥76,100
550W×542～572D×410～502SH・802～1124H
肘高/533～725H（肘高調節100mm）
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ597

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

CT88GR-FET3 CT38GR-FET3CT88ZR-FES9 CT38ZR-FES9 MJ K L

ハンガーなし
CT85ZR-FE□□（双輪）
CT85JR-FE□□（ゴム）
¥69,600
550W×542～572D×410～502SH・856～948H
ハンガー付
CT86ZR-FE□□　（双輪）
CT86JR-FE□□　（ゴム）
¥79,600
550W×542～572D×410～502SH・802～1124H
肘高/533～725H（肘高調節100mm）
（ゴム キャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ597

ハンガーなし
CT35ZR-FE□□（双輪）
CT35JR-FE□□（ゴム）
¥51,000
443W×542～572D×410～502SH・856～948H
ハンガー付
CT36ZR-FE□□（双輪）
CT36JR-FE□□（ゴム）
¥61,000
443W×542～572D×410～502SH・802～1124H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ597

ハンガーなし
CT85GR-FE□□（双輪）
CT85CR-FE□□（ゴム）
¥69,600
550W×542～572D×410～502SH・856～948H
ハンガー付
CT86GR-FE□□（双輪）
CT86CR-FE□□（ゴム）
¥79,600
550W×542～572D×410～502SH・802～1124H
肘高/533～725H（肘高調節100mm）
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ597

ハンガーなし
CT35GR-FE□□（双輪）
CT35CR-FE□□（ゴム）
¥51,000
443W×542～572D×410～502SH・856～948H
ハンガー付
CT36GR-FE□□（双輪）
CT36CR-FE□□（ゴム）
¥61,000
443W×542～572D×410～502SH・802～1124H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）
脚外径/φ597

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

布
布

CT39GR-FE□□（双輪）
            -P□□□（双輪）
CT39CR-FE□□（ゴム） 
            -P□□□（ゴム）
¥56,500
454W×509D×596～750SH・817～971H
（ゴムキャスターはSH・H寸法2mmUP）脚外径/φ637

布
ビ

布
ビ

ハンガー付
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スタンダードタイプ/グレーシェル
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CT34GR-FES3

ハンガー付


