
MANOSS（マノス）チェア 
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肘付
W577×D534×H780（SH430）
ÅKLD-335GB-□□ππ ¥38,600
ÅKLD-335PG-□□ππ ¥39,400M
ÅKLD-335GE-□□ππ ¥40,000
ÅKLD-335GG-□□ππ ¥40,000
肘付  質量：5.0™ 
スタッキング  

KLD-335GB-ZQH8 KLD-330GB-WWY8 KLD-345GB-ZTU8 KLD-340GB-ZTB2

肘なし
W550×D534×H780（SH430）
ÅKLD-330GB-□□ππ ¥28,900
ÅKLD-330PG-□□ππ ¥29,700M
ÅKLD-330GE-□□ππ ¥30,200
ÅKLD-330GG-□□ππ ¥30,200
質量：4.8™
スタッキング   

※ 連結仕様をご要望の際は、担当
者にご相談ください。

肘付 背パッド付
W577×D534×H780（SH430）
ÅKLD-345GB-□□ππ ¥43,500
ÅKLD-345PG-□□ππ ¥44,300M
ÅKLD-345GE-□□ππ ¥45,500
ÅKLD-345GG-□□ππ ¥45,500
背パッド付、肘付、質量：5.4™
スタッキング   

肘なし 背パッド付
W550×D534×H780（SH430）
ÅKLD-340GB-□□ππ ¥33,700
ÅKLD-340PG-□□ππ ¥34,500M
ÅKLD-340GE-□□ππ ¥35,700
ÅKLD-340GG-□□ππ ¥35,700
背パッド付、質量：5.0™
スタッキング   

※ 連結仕様をご要望の際は、担当
者にご相談ください。

■ ベースカラー：□□
記号 ZT ZW WW ZQ WQ

背シェル
樹脂

T1 W8 W8 Q6 Q6
ブラックT オフホワイトW オフホワイトW モスグリーン モスグリーン

フレーム
塗装

Z5 Z5 W9 Z5 W9
シルバーメタリック シルバーメタリック ホワイトW シルバーメタリック ホワイトW

メモ台

T1 W7 W7 W7 W7
ブラックT ホワイトグレーW ホワイトグレーW ホワイトグレーW ホワイトグレーW

※ GE張地は防炎製品に認定されています。（製品番号：P-16003）

※ ZQ、WQはマルチスタッキングタイプでは選択できません。

GE張地仕様のMANOSS（マノス）チェアは防炎製品です。（製品番号：L-17002）

■ 張地カラー：ππ

Å
再生布地（GB）
再生ポリエステル51％
ポリエステル 49％

T1 M5 D3 D6 H8 K2
ブラックT ラズベリーレッド アンバーオレンジ バーミリオン ミルキーホワイト アンバー

Y8 U8 Q6 S4 B2 X7
パンプキンイエロー シトラスグリーン モスグリーン ターコイズブルー ネイビーブルー プラムパープル

Å
抗菌加工布地
（PG）
ポリエステル100％
ポリジン加工
M

T1 W2 M4 D3 Y3
ブラックT オフブラックW ラズベリーレッド アンバーオレンジ サンドイエロー

Q2 Q6 A3 B2 X7
アイビーグリーン モスグリーン ストロングブルー ネイビーブルー プラムパープル

Å
防炎布地（GE）
再生ポリエステル53％
難燃アクリル系 33％
レーヨン 14％

T1 R6 G7 N7

Å
再生布地（GG）
高耐熱性ポリ乳酸48％
再生ポリエステル52％

T1 Q6 N4
ブラックT ストロングレッド ティールグリーン ウルトラマリンブルー ブラックT モスグリーン ディープブルー

スタッキングチェア用台車
W605×D1015×H810
LCE-314 ¥60,700
18脚積載可能（H1800）
※ 肘付、肘なしを混ぜたスタッキン
グも可能です。平積みでは4脚ま
でスタッキングができます。
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スタッキングタイプ

GG張地はトウモロコシなどの植物を原料とした繊維で、CO2削減に貢献します。

専用台車
W685×D934×H1364
LCE-341 ¥60,700
8脚積載可能（H1700）
※ 肘付、肘なしを混ぜたスタッキン
グも可能です。平積みでは5脚ま
でスタッキングができます。

マルチスタッキングタイプ ベースカラー： □□=ZT、ZW、WW　※ZQ、WQはありません

KLD-315GBS-ZWT1 KLD-320GBS-ZTT1
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横連結機能
脚部の連結パーツ
に一方の脚フレー
ムをのせるだけ
で、簡単に横連結

可能。横連結ピッチ552ù。（330、
340タイプのみ特注仕様でうけた
まわります）

685 934
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軽快なデザインが魅力のMANOSSに収納性のよいマルチスタッキングタイプをラインナップ

肘付
W645×D575×H780（SH430）
ÅKLD-315GBS-□□ππ ¥51,200
ÅKLD-315PGS-□□ππ ¥52,000M
ÅKLD-315GES-□□ππ ¥52,600
ÅKLD-315GGS-□□ππ ¥52,600
肘付・背パッド付
ÅKLD-325GBS-□□ππ ¥56,200
ÅKLD-325PGS-□□ππ ¥57,000M
ÅKLD-325GES-□□ππ ¥58,000
ÅKLD-325GGS-□□ππ ¥58,000
ナイロン双輪キャスター付
質量：7.0kg（KLD-315）、7.3kg（KLD-325）
ネスタブル スタッキング

肘なし
W600×D575×H780（SH430）
ÅKLD-310GBS-□□ππ ¥41,600
ÅKLD-310PGS-□□ππ ¥42,400M
ÅKLD-310GES-□□ππ ¥42,800
ÅKLD-310GGS-□□ππ ¥42,800
肘なし・背パッド付
ÅKLD-320GBS-□□ππ ¥46,400
ÅKLD-320PGS-□□ππ ¥47,200M
ÅKLD-320GES-□□ππ ¥48,200
ÅKLD-320GGS-□□ππ ¥48,200
ナイロン双輪キャスター付
質量：6.6kg（KLD-310）、6.9kg（KLD-320）
ネスタブル スタッキング

スタッキング時
専用台車で8脚、平積みで5脚
までスタッキングできます。

ネスタブル時
肘付タイプ、肘なしタイプ
を混ぜた収納も可能です。
（150㎜ピッチ）

背・フレーム連結部
背シェルとフレームの連
結部は、スタッキング時の
安定性を高めるデザイン
です。

PG張地は、抗菌（ポリジン）加工を施してあります。

435GH■本カタログのすべての表示価格は税抜きで表示しています。
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