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エクストラハイバック
ボディ
カラー

フレーム
カラー

オプション アジャストアーム デザインアーム
ハンガー ランバー 品　番 価　格 品　番 価　格

ブラック

ポリッシュ

CQ8CBR ¥201,000 CQ4CBR ¥196,400
◎ CQ8DBR ¥217,400 CQ4DBR ¥212,800

◎ CQ8CBS ¥211,500 CQ4CBS ¥206,900
◎ ◎ CQ8DBS ¥227,900 CQ4DBS ¥223,300

シルバー

CQ8CGR ¥187,300 CQ4CGR ¥182,500
◎ CQ8DGR ¥203,700 CQ4DGR ¥198,900

◎ CQ8CGS ¥198,000 CQ4CGS ¥193,200
◎ ◎ CQ8DGS ¥214,400 CQ4DGS ¥209,600

ブラック

CQ8CMR ¥187,300 CQ4CMR ¥182,500
◎ CQ8DMR ¥203,700 CQ4DMR ¥198,900

◎ CQ8CMS ¥198,000 CQ4CMS ¥193,200
◎ ◎ CQ8DMS ¥214,400 CQ4DMS ¥209,600

ホワイト

ポリッシュ

CQ8CBW ¥201,000 CQ4CBW ¥196,400
◎ CQ8DBW ¥217,400 CQ4DBW ¥212,800

◎ CQ8CBZ ¥211,500 CQ4CBZ ¥206,900
◎ ◎ CQ8DBZ ¥227,900 CQ4DBZ ¥223,300

シルバー

CQ8CGW ¥187,300 CQ4CGW ¥182,500
◎ CQ8DGW ¥203,700 CQ4DGW ¥198,900

◎ CQ8CGZ ¥198,000 CQ4CGZ ¥193,200
◎ ◎ CQ8DGZ ¥214,400 CQ4DGZ ¥209,600

仕様コード：F3Z□
ハイバック
ボディ
カラー

フレーム
カラー

オプション アジャストアーム デザインアーム 肘なし
ハンガー ランバー 品　番 価　格 品　番 価　格 品　番 価　格

ブラック

ポリッシュ

CQ87BR ¥159,900 CQ47BR ¥155,300 CQ37BR ¥131,400
◎ CQ88BR ¥176,300 CQ48BR ¥171,700 CQ38BR ¥147,800

◎ CQ87BS ¥170,400 CQ47BS ¥165,800 CQ37BS ¥141,900
◎ ◎ CQ88BS ¥186,800 CQ48BS ¥182,200 CQ38BS ¥158,300

シルバー

CQ87GR ¥146,200 CQ47GR ¥141,400 CQ37GR ¥121,600
◎ CQ88GR ¥162,600 CQ48GR ¥157,800 CQ38GR ¥138,000

◎ CQ87GS ¥156,900 CQ47GS ¥152,100 CQ37GS ¥132,300
◎ ◎ CQ88GS ¥173,300 CQ48GS ¥168,500 CQ38GS ¥148,700

ブラック

CQ87MR ¥146,200 CQ47MR ¥141,400 CQ37MR ¥121,600
◎ CQ88MR ¥162,600 CQ48MR ¥157,800 CQ38MR ¥138,000

◎ CQ87MS ¥156,900 CQ47MS ¥152,100 CQ37MS ¥132,300
◎ ◎ CQ88MS ¥173,300 CQ48MS ¥168,500 CQ38MS ¥148,700

ホワイト

ポリッシュ

CQ87BW ¥159,900 CQ47BW ¥155,300 CQ37BW ¥131,400
◎ CQ88BW ¥176,300 CQ48BW ¥171,700 CQ38BW ¥147,800

◎ CQ87BZ ¥170,400 CQ47BZ ¥165,800 CQ37BZ ¥141,900
◎ ◎ CQ88BZ ¥186,800 CQ48BZ ¥182,200 CQ38BZ ¥158,300

シルバー

CQ87GW ¥146,200 CQ47GW ¥141,400 CQ37GW ¥121,600
◎ CQ88GW ¥162,600 CQ48GW ¥157,800 CQ38GW ¥138,000

◎ CQ87GZ ¥156,900 CQ47GZ ¥152,100 CQ37GZ ¥132,300
◎ ◎ CQ88GZ ¥173,300 CQ48GZ ¥168,500 CQ38GZ ¥148,700

仕様コード：F3Z□
ミドルバック
ボディ
カラー

フレーム
カラー

オプション アジャストアーム デザインアーム 肘なし
ハンガー ランバー 品　番 価　格 品　番 価　格 品　番 価　格

ブラック

ポリッシュ

CQ83BR ¥152,800 CQ43BR ¥148,200 CQ33BR ¥124,300
◎ CQ84BR ¥169,200 CQ44BR ¥164,600 CQ34BR ¥140,700

◎ CQ83BS ¥163,500 CQ43BS ¥158,900 CQ33BS ¥135,000
◎ ◎ CQ84BS ¥179,900 CQ44BS ¥175,300 CQ34BS ¥151,400

シルバー

CQ83GR ¥139,300 CQ43GR ¥134,500 CQ33GR ¥114,700
◎ CQ84GR ¥155,700 CQ44GR ¥150,900 CQ34GR ¥131,100

◎ CQ83GS ¥149,900 CQ43GS ¥145,100 CQ33GS ¥125,300
◎ ◎ CQ84GS ¥166,300 CQ44GS ¥161,500 CQ34GS ¥141,700

ブラック

CQ83MR ¥139,300 CQ43MR ¥134,500 CQ33MR ¥114,700
◎ CQ84MR ¥155,700 CQ44MR ¥150,900 CQ34MR ¥131,100

◎ CQ83MS ¥149,900 CQ43MS ¥145,100 CQ33MS ¥125,300
◎ ◎ CQ84MS ¥166,300 CQ44MS ¥161,500 CQ34MS ¥141,700

ホワイト

ポリッシュ

CQ83BW ¥152,800 CQ43BW ¥148,200 CQ33BW ¥124,300
◎ CQ84BW ¥169,200 CQ44BW ¥164,600 CQ34BW ¥140,700

◎ CQ83BZ ¥163,500 CQ43BZ ¥158,900 CQ33BZ ¥135,000
◎ ◎ CQ84BZ ¥179,900 CQ44BZ ¥175,300 CQ34BZ ¥151,400

シルバー

CQ83GW ¥139,300 CQ43GW ¥134,500 CQ33GW ¥114,700
◎ CQ84GW ¥155,700 CQ44GW ¥150,900 CQ34GW ¥131,100

◎ CQ83GZ ¥149,900 CQ43GZ ¥145,100 CQ33GZ ¥125,300
◎ ◎ CQ84GZ ¥166,300 CQ44GZ ¥161,500 CQ34GZ ¥141,700

仕様コード：F3Z□

F3Z1（ブラック）

●カラー  布 防炎クロス

防炎製品

本来燃えやすい繊維や内部の構
造を燃えにくくする工夫を加える
ことで、繊維製品が火源となって
発生する火災を予防し、もし着火
しても燃え広がらない性能を有
する製品です。防炎製品認定委員
会（事務局：（公財）日本防炎協会）
にて実際の製品と同様の試験体
を用いて試験を行い認定を受け
ています。

防炎性能試験体

CQ87BR-F3Z5

オフィスシーティング防炎製品仕様

コーラル

受注生産

F3Z5（グリーン） F3Z6（ブルー）

●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。
グリーン購入法
基準適合製品掲載


