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革新的なデザインがさらに進化

Aeron® 
ビル・スタンフ とドン・チャドウィックによるデザイン、1994年 
ドン・チャドウィックによるリマスター、2016年 
ドン・チャドウィックによるさらに環境に配慮したデザイン、2021年

人間工学に基づくアーロンは、あらゆる体型の人のためにデザイ
ンされています。約30年間にわたり改良を重ね、身体だけではな
く、環境にも配慮した優れたデザインを追及してきました。

そしてデザインはそのままに、海洋プラスチックを活用し、よりサス
テナブルになりました。



処理前の海洋プラスチックのパレット。

海洋プラスチックを活用した製品
私たちは、海洋プラスチックを製品に活用することで、プラス
チックごみを削減しています。アーロンは、その始まりに過ぎ
ません。

発表当初から続く持続可能性
アーロンの持続可能性とイノベーションは、発表以来、脈 と々受
け継がれています。ほとんどのオフィスチェアに使われていた標
準的なフォームやファブリックまたはレザーに依存することな
く、人間工学とマテリアル双方のイノベーションにおいてパイオ
ニアであることを証明してきました。アーロンチェアはまた、ハー
マンミラーが業界をリードする Cradle to Cradle V3 Silver Level
認証を取得した最初の製品で、環境および社会的パフォーマン
スで評価されました。アーロンは、50%以上のリサイクル素材で
作られています。そして、新たに海洋プラスチックをチェアの素材
に使うことによって、毎年150トン以上のプラスチックが生態系
から回収されています。*

海洋プラスチックについて

プラスチックごみは、環境インフラの整備が十分に整っていない
沿岸部の都市に堆積しやすい傾向にあります。ハーマンミラー
は、海洋プラスチックのサプライチェーンネットワークを構築す
ることを目的とした世界初のコンソーシアム、NextWave Plastics
に創立メンバーとして加盟しました。新しく生まれ変わったプラ
スチックを私たちの製品やプロセスに活用することで、プラスチ
ックごみを少しずつ減少させています。

*年間売上予測に基づいています 





快適性とサポートの融合
アーロンチェアは1994年の発表以来、エルゴノミックシーティング
と優れたデザインのベンチマークとなっています。ハーマンミラー
は、最先端の技術と人間を中心に据えたデザインに関する深い知
識を活用し、一日の仕事を通して変化する様々な姿勢をサポート
する最適な方法を日々追及しています。多彩な機能をさらに広げ
るために、現在のアーロンチェアにはテクノロジーと人間工学の要
素がすべて活用されています。アーロンは、優れた体圧分散を提供
する8Z Pellicle®、脊柱の仙骨と腰部をサポートし、背骨全体を自然
なS字カーブに保つ調節可能なPostureFit SL®、バランスのとれたリ
クライニングと自然な動きを実現する高性能のHarmonic™ 2 Tiltを
備えています。

ゾーン別サポート
8Zペリクルは、座面と背もたれのそれぞれ異なる張力を持つ8

つのゾーンを通して、今まで経験したことのないような快適さを
提供します。張力が最も強いゾーンは身体がフレームに触れな
いようしっかりと支え、より柔軟なゾーンは座っている人の骨に
フィットして、体重を均等に分散し、座る人を包み込みます。

ポスチャーフィットSL

調節可能な特有のパッドが、脊柱の仙骨と腰部をサポートして自然な直立姿勢を再現し、座っ
ている間、健全な姿勢を促します。

通気性
8Zペリクルサスペンションマテリアルにより、空気、体温、湿気が座面と背もたれを通過するた
め、熱がこもらず快適な温度を保ちます。 



デザイン
新たな課題に対応するためには、デザインを考える必要がありま
す。私たちは今、深刻な気候危機に直面しています。ハーマンミラ
ーは、確実かつ継続的な変化を生み出すために、大小様々なソリ
ューションに取り組んでいます。このようにして、新しいアーロンチ
ェアが誕生しました。このチェアにはすでに50％以上のリサイク
ル素材が使用されていますが、今回の改良で、さらに海洋プラス
チックが追加されました。

 
ビル・スタンフとドン・チャドウィックについて

ビル・スタンフの機能へのこだわりと、ドン・チャドウィックのエレ
ガントな審美眼が完璧に組み合わさり、二人は革新的で、象徴的
な高機能ワークチェアを生み出しました。彼らの出発点は、1980
年代にハーマンミラーのためにデザインした、Equa®Chairでし
た。1990年代、スタンフの人間工学に関する深い知識、チャドウ
ィックの美的センスやマテリアリティ、そしてハーマンミラーの綿
密な研究と技術力が合わさり、素材を削ぎ落したデザインであり
ながら、快適な座り心地の代名詞となったアーロンチェアが誕生
しました。チャドウィックとスタンフが掲げたオリジナルのアーロ
ンチェアの基準をもとに、チャドウィックは2016年にこのチェアを
リマスターして、2021年にさら環境のためにデザインを行いまし
た。 

ビル・スタンフとドン・ チャドウィック

自然な動き
ハーモニック2チルトは座っている人の動きに合わせて自然に
動き、前傾からリクライニング姿勢まで直観的かつスムーズな
シフトが可能です。さらに、常に最適なバランスポイントを保つ
ことができます。



よりインクルーシブなチェア
アーロンの3つのサイズ、A、B、Cは、様々な体形に対応できるように
精密に設計されています。人間工学に基づいたチェアの多くは、5
パーセンタイルから95パーセンタイル程度の人に適していますが、
背もたれの高さから座面の幅、チルトメカニズム、ベースのサイズ
に至るまで、さらに幅広い範囲の人に合ったチェアが必要である
と、私たちは考えています。アーロンは、1パーセンタイルから99パ
ーセンタイルまで、ほぼすべての人に適しています。



自然の要素からのデザイン
アーロンチェアは、自然から得られる要素を中心に、厳選された4つの素材を表
現したカラーバリエーションを展開しています。表情豊かなウルトラマットブラッ
クのオニキスは、現代的な雰囲気を演出します。グラファイトは個性的なダーク
グレーで、クラシックな印象に仕上げています。カーボンは、バランスの取れたニュ
ートラルなカラーで、クールな雰囲気から暖かい雰囲気の空間まで、どこでもよく
合います。ミネラルは最も軽く、アーロンの優れた点を強調します。また、オープン
なフロアプランやスペースに最適です。アーロンチェアのそれぞれのパーツは細
かい所までしっかり配慮してデザインされ、調和のとれたカラーパレットを展開し
ています。



マテリアル
何百もの試作とテストを繰り返し、チェア全体の印象を形作る4種
類のマテリアルを厳選しました。カラーは、チェアのその他のパーツ
と調和するように開発されました。このようなディテールは、アーロ
ンチェアの名にふさわしいものですが、それだけではありません。ディ
テールそれぞれが、チェア全体をまとめあげているのです。

アーロンチェア

ファミリー 
ワークチェア	
スツール

以下の情報はアーロンワークチェアのみに該当します。	
概要  
耐荷重 サイズA	 136 kg	
耐荷重 サイズBおよびC	 159 kg	
対象	 パーセンタイル値1-99

背もたれのサポート 
追加のサポートなし	 オプション	
ポスチャーフィット	 オプション	
ランバーサポート調節機能	 オプション	
ポスチャーフィットSL調節機能	 オプション

座面の高さ 
サイズA	 366～490mm	
サイズB	 376～579mm*	
サイズC	 401～579mm*	
*シリンダーの高さによって異なります

座面の奥行き 
サイズA	 約417mm	
サイズB	 約432mm	
サイズC	 約480mm

チルトオプション	
スタンダードチルト	
チルトリミッター	
シートアングルおよびチルトリミッター

アームオプション	
アームなし	
固定アーム 
ハイトアジャスタブルアーム	 	
フルアジャスタブルアーム	
フルアジャスタブルアーム＋アームパッドの奥行	
ファインステッチ入りのレザーアームパッドもあります

環境への配慮 
再資源化　	 最大90％	
BIFMAレベル	 3	
SCS Indoor Advantage	 ゴールド	
Cradle to Cradle 認証™ 	 シルバー	
Global GreenTag グリーンレート 	 レベルA

フレーム/ベース
フィニッシュ

アームパッド
フィニッシュ

CRB カーボン
CD ポリッシュドアルミニウム

DCR ダークカーボンCRB カーボン
SNC サテンカーボン

CRB カーボン
DCR ダークカーボン

カーボン
座面＆背もたれ

8Zペリクル
価格カテゴリー 1

カーボン
23102

フレーム/ベース
フィニッシュ

フレーム/ベース
フィニッシュ

アームパッド
フィニッシュ

アームパッド
フィニッシュ

BK ブラック

BK ブラック

G1 グラファイト
CD ポリッシュドアルミニウム

BK ブラック
BLX オニキスウルトラマット

G1 グラファイト
G1 グラファイト

BK ブラック
BK ブラック

グラファイト
座面＆背もたれ

8Zペリクル
価格カテゴリー 1

オニキス
座面＆背もたれ

8Zペリクル
価格カテゴリー 1

グラファイト
23103

ブラック
23105

フレーム/ベース
フィニッシュ

アームパッド
フィニッシュ

VPR ミネラル
CD ポリッシュドアルミニウム

DVP ダークミネラルVPR ミネラル
SNA サテンアルミニウム

VPR ミネラル
DVP ダークミネラル

ミネラル
座面＆背もたれ

8Zペリクル
価格カテゴリー 1

ミネラル
23101

BK ブラック
CD ポリッシュドアルミニウム



詳細は、ウェブサイトhermanmiller.comをご覧ください。 
HermanMiller, y, Aeron, Equa, Pellicle, and PostureFit are among  
the registered trademarks of Herman Miller, Inc., and its subsidiaries.   
8Z Pellicle and PostureFit SL are among the trademarks of Herman Miller, Inc., and its subsidiaries. 
All other trademarks are the property of their respective owners.
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