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座った瞬間から感じる快適性
Cosm® Chairs

・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。 

and Cosm are among the trademarks of Herman Miller, Inc.® ,

コズム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。

[フレームフィニッシュ]  □□□

[キャスター]  

コズムチェア　カラーバリエーションと仕様

CRB（カーボン）の場合は￥6,000アップ、98（スタジオホワイト）の場合は
￥8,000アップします。

カーペット用キャスターBKSのほかに、堅床/カーペット用
キャスターSC8（￥6,000）を選択できます。

[キャスター]  ○○○
フレームがナイトフォールの場合はO2N、
グレイシャーの場合はO2B、キャニオンの場合は
O2Rが入ります。

アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

FLC162SF　N
FLC162SF　P
FLC162SF　H
FLC162SF　J

□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　●●●　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx

ハイバック ￥147,000
￥157,000
￥166,000
￥170,000

アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　●●●　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx

ミドルバック ￥139,000
￥148,000
￥158,000
￥162,000

FLC152SF　N
FLC152SF　P
FLC152SF　H
FLC152SF　J

アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　●●●　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　BKS　　　　　845xx

ローバック ￥133,000
￥143,000
￥152,000
￥157,000

FLC142SF　N
FLC142SF　P
FLC142SF　H
FLC142SF　J

コズムチェア　ディップトインカラー　カラーバリエーションと仕様
アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

FLC362SF　N
FLC362SF　P
FLC362SF　H
FLC362SF　J

□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx

ハイバック ￥169,000
￥179,000
￥188,000
￥193,000

アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

FLC352SF　N
FLC352SF　P
FLC352SF　H
FLC352SF　J

□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx

ミドルバック ￥161,000
￥170,000
￥180,000
￥184,000

アームレス
固定アーム
ハイトアジャスタブルアーム
リーフアーム

□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx
□□□　△△△　▲▲▲　○○○　845xx

ローバック ￥155,000
￥165,000
￥174,000
￥179,000

グラファイト
G1

カーボン
CRB

スタジオホワイト
98

[アームパッドフィニッシュ]  ●●●

ブラック
BK

カーボン
CRB

ミネラル
VPR[インターセプトサスペンション]  845xx

ナイトフォール
84504

グレイシャー
84505

キャニオン
84506

グラファイト
84501

カーボン
84502

ミネラル
84503

[シャシーフィニッシュ]  △△△  /  [ベースフィニッシュ]  ▲▲▲

グラファイトG1/ 
グラファイトG1 

グラファイトG1/ 
セミポリッシュ5Y

シルバーアロイL7/
セミポリッシュ5Y

[フレームフィニッシュ]  □□□

＊フレームと同じ色をお選びください。

ナイトフォール
DN2

グレイシャー
DB3

キャニオン
DR1

[シャシーフィニッシュ]  △△△  /  [ベースフィニッシュ]  ▲▲▲

ナイトフォールDN2/ 
ナイトフォールDN2

グレイシャーDB3/
グレイシャーDB3

キャニオンDR1/
キャニオンDR1

＊フレームと同じ色をお選びください。

[インターセプトサスペンション]  845xx

ナイトフォール
84504

グレイシャー
84505

キャニオン
84506

カーボンCRB/
カーボンCRB

カーボンCRB/ 
セミポリッシュ5Y

シルバーアロイL7/
セミポリッシュ5Y

スタジオホワイト98/ 
ミネラルVPR

スタジオホワイト98/ 
セミポリッシュ5Y

シルバーアロイL7/
セミポリッシュ5Y

FLC342SF　N
FLC342SF　P
FLC342SF　H
FLC342SF　J

www.hermanmiller.co.jp

フレームがG1で、シャシーがG1（グラファイト）でベースが5Y（セミ
ポリッシュ）の場合は￥18,000アップ、シャシーがL7（シルバーアロイ）
でベースが5Y（セミポリッシュ）の場合は￥22,000アップ。

フレームがCRBで、シャシーがCRB（カーボン）でベースが5Y（セミ
ポリッシュ）の場合は￥18,000アップ、シャシーがL7（シルバーアロイ）
でベースが5Y（セミポリッシュ）の場合は￥22,000アップ。

フレームが98で、シャシーが98（スタジオホワイト）でベースが5Y（セミ
ポリッシュ）の場合は￥18,000アップ、シャシーがL7（シルバーアロイ）
でベースが5Y（セミポリッシュ）の場合は￥22,000アップ。



薄いのに強度があるフレームは、まるで存在しないかのような感覚で柔軟にサポートするため、
上半身を快適に動かすことができます。

柔軟なフレーム

通気性があり、一定の温度を保つエラストマーサスペンションは、座面と背もたれとの間に
継ぎ目がない形状で、ダイナミックに背骨をサポートして、座る人の身体にフィットします。

インターセプトサスペンション

チルトが座る人の身体と姿勢に合わせて、瞬時かつ自動的にバランス良くサポートするため、
身体を自由に動かすことができます。

オートハーモニックチルト

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。

彫刻のような美しさとデザインの統一性を生み出
すために、全体を同じ色でまとめることができます。
または、サスペンションとフレームのカラーを組み
合わせることもできます。

マテリアル

あなたの前に誰か違う人が座っていたとしても、

あなたが長時間座っても、座りながら何をしていても、

コズムはあらゆる働く場所において、

瞬時に快適さをお届けします。

ドイツ、ベルリンを活動拠点とするデザイン集団。バークハード・シュ
ミッツ、カローラ・ツヴィック、ローランド・ツヴィックによって名付けら
れたスタジオ7.5という名前は、7.5トンのトラックにモデルショップ
を乗せ、1つのプロジェクトの現場から次の現場へ移動するというアイ
デアから生まれた。クライアントのために自由に動けることが大切と
考える彼らは、オフィスチェアのデザインに最もやりがいを感じている。
 

コズムチェア デザイナー

4つのオプション（リーフアーム、ハイトアジャスタブルアーム*、固定アーム、アームレス）から
選択できます。業界初のサスペンションマテリアルを使用したリーフアームは、柔らかく、しっかり
と支えるデザインが特徴で、ゆったりと心地よく肘を置くことができます。電話や本を快適に自然
に持つことができるように、またデバイスを使用しているときにデスクにぶつからないように角度
がついています。

アームのオプション

＊ハイトアジャスタブルアームを選択できないオプションがあります。

リーフアーム ハイトアジャスタブルアーム 固定アーム アームレス

背と座：熱可塑性ポリエステルエラストマー
脚：アルミダイキャストまたはガラス繊維入りナイロン

仕様

納期 各販売店にお問い合わせください。

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） 

750 750 750680 680 680

375~
540

375~
540

375~
540

865~
1030

990~
1155

1145~
1310

ハイバック ミドルバック ローバック

3種類の高さから選べます。ハイバックは上部胸郭を
サポートしながらしっかりと身体をサポートします。
ミドルバックは肩甲骨をサポートし、あらゆるシーン
で活用できます。ローバックは背もたれのトップが
サスペンションでくるまれた形状で、カジュアルな
コラボレーションを促進します。

背もたれのオプション

スタジオ7.5


