
製品特長

幅広で安心感のあるバックレスト
肌触りの優しいファブリック素材
業界最厚レベルの張り素材で毛玉になりにくい
シーンに合わせて角度調節できるリクライニング
ワイドな座面でゆったり座れる

ENTER THE GAME
ゲーミングチェア史上最強のビギナーモデル
ベーシック機能ながら高品質素材をそなえた
ハイコスパ入門機

• 

• 

• 

• 

•

E250
GAMING CHAIR

レッド

NC-E250-BR

ブラック

NC-E250-B

ブルー

NC-E250-BB

ホワイト

NC-E250-BW

「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/小売店である

「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製品を展開します。



肌触りの優しいファブリック素材
張り地にはファブリック（布）を使
用し、夏場はベタつかず冬場もひ
んやりしない。
通気性が良く、熱を逃がすため、
合成皮革のベタつきが苦手な方
には最適。ブラシや拭き掃除でお
手入れも簡単。

Nitro Concepts E250
極厚クッション・高耐久ファブリッ
ク張りの高品質を実現しながら、
機能を最低限にしてコストを抑え
たチェア。
レーシーな直線的ストライプを丸
みのあるフォルムに収め、重厚な
がらも軽やかなデザイン。

幅広で安心感のあるバックレスト
スリムでコンパクトなサイズ感な
がら、上半身を堂々と支えるハイ
バックの背もたれ。
レーシングシートをモチーフにし
つつも、デスク用に幅広につくら
れており窮屈さがなく適度な安
心感が得られる。

ワイドな座面でゆったり座れる
座面の横幅は最大55cmで、両サ
イドの盛り上がりもおさえたフラ
ットなデザイン。
足を大きく開いて座りたい方や、
座面の上に足を乗せるような座
り方もかなうワイドな形状。

ブラック
型番：NC-E250-B
JAN：4251442503468

レッド
型番：NC-E250-BR
JAN：4251442503475

ブルー
型番：NC-E250-BB
JAN：4251442503499

ホワイト
型番：NC-E250-BW
JAN：4251442503482
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E250 サイズ E250 仕様 

※耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません。

Nitro Concepts（ナイトロコンセプツ）
E250
約1240-1330 x 670 x 560mm
約860 x 690 x 360mm
約20kg
約23kg
125kg
ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
ご購入日より1年間（保証書必要）

ブランド名
商品名
本体サイズ
梱包サイズ
本体重量
梱包重量
推奨耐荷重※
付属品
保証期間



製品特長

コストパフォーマンスに優れる品質
ゆったり座れるレーシングスタイル
肌触りの優しいファブリック素材
どっしりと安定感のある座り心地
ワイドな座面でゆったり座れる

BOOST YOUR SETUP
高反発の極厚クッションが全身を包み込む
ファブリック張りで高品質を実現した
エントリーモデル
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• 

• 

• 

•

S300
GAMING CHAIR

ブラック
NC-S300-B

レッド
NC-S300-BR

ブルー
NC-S300-BB

グリーン
NC-S300-BG

ホワイト
NC-S300-BW

イエロー
NC-S300-BY

オレンジ
NC-S300-BO

パープル
NC-S300-BP

デジタルカモフラージュ
NC-S300-UC

〒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
詳しくはコチラ
http://www.archisite.co.jp/
products/noblechairs/
#nitroconcepts

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/#nitroconcepts
https://archisite.co.jp/


ミリタリーデザインの超個性派チェア
本格派デジタルカモフラージュ柄がインテリアをワ
イルドに飾る。デジタル模様の都市迷彩柄を採用し、
ゲームにも登場するような都市型戦闘にマッチする
デザイン。
張り地には厚手で丈夫なキャンバス生地※を使用。
良い意味でゴワ付き感があり、チェア全体のデザイ
ンにもマッチする素材感。
※デジタルカモフラージュ限定仕様

リクライニング・ロッキング機能
座面のレバーを引いて、背もたれ
の角度を90° ～135 に調節可能。
集中してデスクに向かう時は垂直
に、息抜きする時にはぐっと倒せる。
また、ロッキング機能が前後にユ
ラユラと可動し、ゆりかごのように
リラックスできる。
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肌触りの優しいファブリック素材
張り地にはファブリック（布）を使
用し、夏場はベタつかず冬場もひ
んやりしない。
通気性が良く、熱を逃がすため、
合成皮革のベタつきが苦手な方
には最適。ブラシや拭き掃除でお
手入れも簡単。

S300 仕様 

※耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません。

Nitro Concepts（ナイトロコンセプツ）
S300
約1280-1400 x 670 x 556mm
約880 x 680 x 380mm
約24.5kg
約27.5kg
135kg
ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
ご購入日より1年間（保証書必要）

ブランド名
商品名
本体サイズ
梱包サイズ
本体重量
梱包重量
推奨耐荷重※
付属品
保証期間

Nitro Concepts S300
「Nitro Concepts 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。
姉妹ブランド、noblechairs 同様
の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す。

ゆったりしたレーシングスタイル
「S300」は往年のレーシングシート

を思わせるフォルムで体全体を支
えるハイバックチェア。
背もたれの横幅が56cmと広めで、
大柄な方や、ゆったりとした座り心
地がお好きな方に最適。

ブラック
型番：NC-S300-B
JAN：4251442501365

レッド
型番：NC-S300-BR
JAN：4251442501372

ブルー
型番：NC-S300-BB
JAN：4251442501389

グリーン
型番：NC-S300-BG
JAN：4251442501419

ホワイト
型番：NC-S300-BW
JAN：4582353586449

イエロー
型番：NC-S300-BY
JAN：4251442501402

オレンジ
型番：NC-S300-BO
JAN：4251442501426

パープル
型番：NC-S300-BP
JAN：4251442502003

デジタルカモフラージュ
型番：NC-S300-UC
JAN：4251442501969

http://www.archisite.co.jp/
aproducts/noblechairs/
#nitroconcepts

詳しくはコチラ

S300 サイズ

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/#nitroconcepts



