カラーバリエーション
人間の背骨にインスパイアされた背もたれ。

Embody® Chairs

メドレー ファブリック

身体の自由な動きをサポートし、脳の活性化を促す。
ストーン
1HA01

トレイル
1HA02

チャコール
1HA03

フェザーグレー シャルトルーズ ローデン
1HA09
1HA10
1HA11

シンダー
1HA04

シトラス
1HA05

パパイヤ
1HA06

チャツネ
1HA07

ピーコック
1HA12

バイユー
1HA13

ブルーグロット ブルーベリー
1HA14
1HA15

トリュフ
3SY04

ワイルドベリー エバーグレード グレイシャー
3SY05
3SY06
3SY07

ツンドラ
1HA08

シンク ファブリック

パインコーン
3SY01

CN122AWAA XT91 BB3SY03

シトロン
3SY02

キャニオン
3SY03

ナイトフォール
3SY08

ダークミネラル スレートグレー ダークカーボン ブラック
3SY09
3SY10
3SY11
3SY12

バランス ファブリック

カーボン
3512

CN122AWAA CDG1 BB3513

ブラック
3513

ベースカラー：グラファイト
フレームカラー：グラファイト

ベースカラー：ポリッシュドアルミニウム
フレームカラー：グラファイト

アジャスタブルアーム CN122AWAA G1 G1 BB 3513*
CN122AWAA G1 G1 BB □□□□
アームレス
CN122NNAA G1 G1 BB □□□□

アジャスタブルアーム CN122AWAA CD G1 BB 3513*
CN122AWAA CD G1 BB □□□□
CN122NNAA CD G1 BB □□□□
アームレス

ベースカラー：チタニウム
フレームカラー：グラファイト

ベースカラー：ポリッシュドアルミニウム
フレームカラー：ホワイト

アジャスタブルアーム CN122AWAA XT G1 BB □□□□
アームレス
CN122NNAA XT G1 BB □□□□

アジャスタブルアーム CN122AWAA CD 91 BB □□□□
アームレス
CN122NNAA CD 91 BB □□□□
Fabric Color/ファブリックカラー □□□□

ベースカラー：チタニウム
フレームカラー：ホワイト

1HA□□=メドレー

アジャスタブルアーム CN122AWAA XT 91 BB □□□□
アームレス
CN122NNAA XT 91 BB □□□□

CN122AWAA G1G1 BB3513

545
750

985〜1105

560〜800

440〜560

35□□=バランス

仕様
背：熱可塑性エラストマー、アセタール樹脂、ガラス強化ナイロン、ポリエステル
座：熱可塑性エラストマー、
アセタール樹脂、ポリエステル
脚：アルミダイキャスト、
ナイロン双輪キャスターを標準装備

〜710

425〜480

3SY□□=シンク

納期
＊印は約1週間、無印は約12週間、C7キャスター、H9キャスターの場合
は約12週間。
保証期間
構造体、機構部、可動部12年間、
ガス圧シリンダー2年間。
（ハーマンミラー社の保証規定に準じます）

エンボディチェアについてのお問い合わせは、
下記にて承っております。

CN122AWAA CD91 BB1HA10

トランスルーセントキャスター
（H9）

TM
TM

and Embody are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc.
Backfit and Pixelated Support are among the trademarks of Herman Miller, Inc.
Cradle to Cradle Certified is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

・仕様、
カラー、
価格、納期など予告なしに変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。・寸法は概数で表示しております。
・実際の製品の色は、
写真と若干異なることがあります。・カタログの写真には一部参考商品が含まれております。
・価格は、すべて税抜価格で表示しています。・納期の1週間は国内在庫のため、国内在庫が切れた場合は納期が伸びます。
2020.03

www.hermanmiller.co.jp

人の動きに従う背もたれ

人間の身体と動きに完璧にフィットするエンボディチェア

腕や肩を自由に動かせるように、背もたれは

多くの人は、長時間ワークチェアに座り、適切なサポートを得られないまま、

の動きを妨げません。

幅が狭く、
フレームがない構造です。上半身

身じろぎせずモニタを凝視しています。
これは、身体に負荷がかかり、集中力の低下にもつながります。

ピクセル構造

エンボディチェアに座ると、人は自由に動けます。

背もたれと座面に採用されている独自の素材構造、
ピクセル

自由に動くことによって血流が良くなり、

状の細かいマトリクスが、姿勢の変化によって絶えず変化する
動的な面をつくり、体圧を分散させます。血流を改善し、心拍数

体内に多くの酸素が取り入れられ、脳が活性化されます。

が安定することで不快感をなくし、集中力を高めます。
チェアの
上で浮いているような新しい快適な座り心地を提供します。

エンボディチルト
エンボディチェアは、新しい運動学を採用しています。
リクライ
ニングをしても大腿部は水平方向に保たれ、骨盤が後方に
回転することなく自然にサポートされ、背もたれ上部のサポート
も維持されます。動きながらも視点を保つことができ、首を緊張
させることもありません。

バックフィット調節
人によって背骨のカーブは異なりま

[背骨のカーブが大きい場合]

[背骨のカーブが小さい場合]

す。背もたれを背骨のカーブに合わせ
ることにより、頭を上下に動かし無理
に 目 線 を 合 わ せ ることなく、コン
ピュータ画面を見ることが可能です。

〈合っていない〉

〈合っている〉

〈合っていない〉

〈合っている〉

キッカー
背もたれに寄りかかり、
さらに背上部に体重をかけると、
さらなる動きが
生まれます。首、肩、腰椎をストレッチし、長時間座り続けることによって

エンボディチェア

発症する可能性があるエコノミークラス症候群を回避します。

デザイナー

ビル・スタンフ

ジェフ・ウェバー

人間工学に基づいたワークチェアの先駆的存在であるアーゴン

ビル・スタンフと共に働き、人々の住まいや職場での生活を

ゆりかごからゆりかごへ

チェアのデザインをはじめとして、エクア、
アーロンチェアのデザ

豊かなものにする製品をデザインすることによって、人間の

環境に配慮した製品で、
ビル・マクダナーとマイケル・ブラウンガートが提唱する完全循環型の

インを担当。
エンボディチェアは、2006年に逝去したスタンフの

状況を改善していくことに情熱を注ぐ。ハーマンミラーの

遺作で、
今までのシーティングデザインの集大成となる。

設計ガイドライン
「ゆりかごからゆりかごへ（Cradle to Cradle）」
のシルバー認証を取得。44%

ケイパーチェアでデザイン賞を受賞。

再生素材を使用し、95%リサイクル可能な素材です。

身長や体格、
ワークスタイルの違いにもジャストフィットするアジャスタブル機能
ハーマンミラーは、
オフィスやホームを単にモダンで美しいだけ
の空間ではなく、そこに発生する問題を解決する場だと考えて
います。
〝問題解決のためにこそデザインはある〟設立以来続い
てきたハーマンミラーの考え方です。写真は米国ミシガン州
ホーランドの田園地帯にある
「デザイン・ヤード」。ハーマンミ
ラーの本社は、
自然環境と共生したコミュニティとなっています。

１ シート高さ
（ガス圧式）

2 座面奥行の調節

3 リクライニングの範囲設定

4 リクライニングの硬さ調節

5 背もたれのカーブ調節

6 アーム高さ調節

7 アーム幅調節

上げるときはシートに体重をかけず

体重をかけずに座面前の左右

背もたれに寄りかからないでレバーを

ノブを前方向に回すとリクラ

ノブを前方向に回すとカー

ボタンを押しながら

アームパッドを両手で

に、下げるときはシートに体重をか

のハンドルをつかみスライドさ

操作し、範囲設定を3段階の中から選

イニングが硬くなり、後ろ方向

ブが小さくなり、後ろ方向

アームパッドを持ち、

掴みながら水平方向に

けて、
つまみを動かします。

せます。

択できます。

に回すと柔らかくなります。

に回すと大きくなります。

上下に調節します。

動かします。

