
　　　　　　      とは？
noblechairsは、ドイツ最大規模のPC系商社／小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。
既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、
ディテールにこだわり最善の素材のみでデザインした、ハイエンド仕様のチェアです。

詳しくはコチラ
http://www.archisite.co.jp/

products/noblechairs/

EPICS 3 0 0
「Nitro Concepts（ナイトロ・コンセプツ）」は、
noblechairsの姉妹ブランドとして、
ドイツ最大規模のPC系商社/小売店の「Caseking」が
手がけるチェアブランドです。
高品質・スポーティーなデザインでコストパフォーマンスに
優れるラインナップを展開します。

〒110-0006
東京都台東区秋葉原5-9
　　明治安田生命秋葉原ビル
http://www.archisite.co.jp

日本総代理店
■サポートダイヤル：
　　　 　　　　  03-6859-0284
■受付時間 ：10:00〜12:00
                              13:00〜17:00
 （弊社指定定休日・年末年始・
                   土日・祝祭日を除く）

お問い合わせS300 仕様   Designed in Germany
型番
JAN
カラー
本体サイズ
座面（幅/奥行/高さ）
背もたれ高さ
アームレストサイズ
リクライニング角度
重量
耐荷重
梱包サイズ（重量）
保証期間

NC-S300-B
4251442501365
ブラック
H128-144 W67 D55.6cm
32-57cm / 47cm / 42-54cm
87cm
H30-37.5 W9.5 D25.5cm
90-135°
約24.5kg
135kg
H38 W88 D68cm（約27.5kg）
1年間
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ワイドな座面でゆったり座れる
横幅最大57cmの座面で
ゆったりと座ることができます。
サイド部分を緩やかに傾斜させ、
窮屈さを感じさせず
同時にフィット感を得られる
ワイドな座面です

堅牢性に優れたスチールフレーム
基本構造のフレームに
頑丈なスチール素材を使用。
合板（木材）が使用されている、
低価格オフィスチェアと異なり、
堅牢性に優れガタつくことが
ありません。

極厚クッションで全身を包む
全体に余すことなく詰められた
極厚クッション。最大11cmの座面厚、
全身を包む高反発クッションが
長時間のPC作業やゲームプレイをサポート。
クッションは高級マットレスに使用される
モールド成形のコールドフォームウレタン
を使用。通気性と耐久性のある素材です。

Nitro Concepts S300
「S300」は、極厚クッション・
スチールフレーム・ファブリック張り地を
使用したゲーミングチェアです。
姉妹ブランド、noblechairs 同様に
デザイン・快適性・機能性を備えた品質を
低価格で実現し、最高峰のエントリー向け
モデルを目指します。

レーシング・スタイルで座れる
「S300」は往年のレーシング・シートの
ようなフォルムで体全体を支える
ハイバックチェアです。
背もたれの横幅が56cmと広めで、
大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地
がお好きな方に最適です。耐荷重135kg、
本体重量24.5kgでしっかり支えます。

肌触りの良いファブリック素材
張り地にはファブリックを使用。
夏場はベタつかず冬場も
ひんやりしません。
通気性がよく熱を逃がすので、
合成皮革のベタつきが苦手な方に
オススメです。



ロッキング機能でリラックス
最大14°のロッキング機能により、
座面と背もたれがシンクロで可動するので、
ゆりかごのようにリラックスできます。
ロッキングストッパーで好きな角度に固定、
アジャスターを回転して硬さも調整できます。

レーシング・スタイル
レーシングカーのような独特のフォルムが、
頭や肩を包み込むように体をサポートします。
長時間のパソコン作業やPCゲーマー向けに
設計された本製品は、ハードなデスクワーク
にも充分な威力を発揮します。

欧米モデルより低めの座面
床から座面までの高さは
42～48cmに調整可能。 
欧米モデルより短いガスシリンダーを採用し、
日本人でも違和感なく
座れるサイズに設計しました。

ワイドな座面でゆったり座れる
横幅最大56cmの座面で
ゆったりと座ることができます。
一般的なゲーミングチェアと違い、
座面サイドを緩やかに傾斜させ、
窮屈さを感じさせず同時にフィット感を
得られるワイドな座面にしました。

最大135°までリクライニング
車のシート同様に、
背もたれをリクライニングしてリラックス。
ロッキング機能と合わせれば、
最大149°（＝135°+14°）まで
角度を下げることができます。

パンチングレザーで蒸れにくい
体が触れる座面・背もたれに、穴の貫通した
パンチングレザー（直径1mm・孔間隔5mm）
を使用。通気性があり、熱を逃がすので、
合成皮革特有のベタつき・蒸れを抑えます。
表面は牛革風のシボ加工を施し、
本革に近い優しい肌触りです。

1.5mmの極厚PUレザー
本製品最大の特長は、
PUレザー(ポリウレタン樹脂性)の厚み。
ソファやオフィスチェアは
一般的に0.8～1.2mmですが、
本製品は1.5mmの極厚レザーを使用。
傷や擦れに強く耐久性があります。

堅牢性に優れたスチールフレーム
本体約27kg・耐荷重120kgを支える
基本構造のフレームに頑丈な
スチール素材を使用。
合板（木材）が使用されている、
低価格オフィスチェアと異なり、
堅牢性に優れガタつくことがありません。

本製品は硬めの座り心地がお好きな方に
最適です。座面部分の厚みは最大10cm、
クッションには55kg/m3という
高密度のモールドウレタンを使用。
体が沈み込むことなく、反発力があり
安定した座り心地を味わえます。

高密度クッションで硬めの座面

ネックピロー・ランバーサポート
ネックピローはリクライニング時の枕に、
ランバーサポートは腰～背中のS字カーブを
支えるクッションになります。
どちらも取り外し可能でお好みに
合わせてお使いください。
ランバーサポートは上下に調整できます。

4方向に動くアームレスト
アームレストは上下・前後・左右・斜めに
調整でき、体形に合わせて
好きな位置に固定ができます。
天面はソフト素材のポリウレタンを使用し、
肘が痛くならないように設計しました。

直径60㎜のPUキャスターは、
フローリングを傷つけにくく、
カーペットでもスムーズに 動きます。
台座との接続部分にはナイロンリングを
設けており、イスを動かしたときに
「カチカチ」音がしません。

スムーズで静かなPUキャスター

Premium White 
noblechairs EPIC Premium Whiteは、
ホワイトレザーを使用、デザインと機能性
を追求したゲーミングチェアです。
純白の張り地にダイヤモンド型の
ステッチを施したデザインで、
圧倒的個性を演出します。

美しいホワイトを簡単に維持
撥水性が高く、お手入れ簡単なPUレザー
を使用、皮脂汚れ等の軽度な黒ずみなら、
簡単な水拭きで落とせます。 

こまめに汚れを落とせば、お手入れで
美しいホワイトを維持できます。

ダイヤモンド・ステッチ
座面と背もたれのダイヤモンド型の
ステッチは、高級車のシートを思わせる
デザインを実現。熱のこもりやすい所に
凹凸をつけ、ムレを防ぐ役割も果たします。

オールホワイトのデスク環境
自作PC・周辺機器やデスク周りを、
すべて「白」のアイテムで
統一するなど、唯一無二の
純白のデスク環境を
構築したい方に最適なモデルです。

noblechairs EPIC 仕様　   Designed in Germany

型番

JAN

カラー
本体サイズ
座面（幅/奥行/高さ）
背もたれ高さ
アームレストサイズ
リクライニング角度
重量
耐荷重
梱包サイズ（重量）

素材

保証期間

NBL-PU-BLA-003（ブラック）
NBL-PU-RED-003（レッド）
NBL-PU-WHT-002（プレミアムホワイト）
4251442501167（ブラック）
4250144801070（レッド）
4251442501143（プレミアムホワイト）
ブラック / レッド / プレミアムホワイト
H127-133 W73 D56.5cm
35-56cm / 49.5cm / 42-48cm
87cm
H28-38 W10.5 D27cm
90-135°
約27kg
120kg
H39 W85 D70cm（約29kg）
張り材：PUレザー
外枠フレーム：スチール
脚部：アルミニウム
クッション材：モールドウレタン（コールドフォーム）
アームレスト：ポリウレタン
キャスター：ナイロン / ポリウレタン
1年間
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EPIC

noblechairs EPIC Black noblechairs EPIC Red noblechairs EPIC Premium White


