
2016年にドイツで設立されたゲーミングチェアブランド。スポーツカーや高級車のドライビングシートにインスパイアされ
たデザインにより、上品で洗練されたチェア体験を提供する。プロゲーマーをはじめ、大学教授、医師、オフィスから書斎ま
で、ゲーミングという垣根を超え、幅広いユーザーやシーンから支持されている。

　　　　　 とは？

詳しくはコチラ
https://archisite.co.jp/
products/noblechairs/

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


EPIC／エピック
レーシングカーのシートをモチーフにしたエルゴノミックでスポーティなモデル。ゆるやかに描かれた曲線は、窮屈さを感じずゆったり

座ることができる。曲線美の中に躍動感を感じさせるデザイン。

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/epic/

EPIC

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/epic/


ブラック
型番：NBL-PU-BLA-003
JAN ：4251442501167

レッド
型番：NBL-PU-RED-003
JAN ：4250144801070

プレミアムホワイト
型番：NBL-PU-WHT-002
JAN ：4251442501143

ブルー
型番：NBL-PU-BLU-003
JAN ：4251442501174

ゴールド
型番：NBL-PU-GOL-003
JAN ：4251442501150

漆黒のレーシング・スタイル
レーシングカーのような独特のフォルムが、頭や肩まで包み込むように
体をサポート。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する。

プレミアムな純白モデル
EPICにホワイトレザーを使用し、純白の張り地にダイヤモンド型のステッチを施
した高貴なデザイン。自作PC・周辺機器やデスク周りをすべて「白」のアイテムで
統一し、唯一無二のデスク環境を構築したい方に最適なデザイン。

FEATURE 特長

SIZE 本体サイズDETAIL 製品詳細
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ICON／アイコン
座る度に心踊るスポーティネスとラグジュアリーを融合したデザイン。大柄なドイツ人でもゆったり座れる重厚なシートは、ワイドで

余裕のあるドイツ車の座り心地。オフィスや書斎に最適なエグゼクティブな雰囲気漂うチェア。

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/icon/

ICON

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/icon/


ブラック
型番：NBL-ICN-PU-BLA-SGL
JAN ：4251442501198

レッド
型番：NBL-ICN-PU-BRD-SGL
JAN ：4251442501211

ホワイト
型番：NBL-ICN-PU-BPW-SGL
JAN ：4251442501181

ブルー
型番：NBL-ICN-PU-BBL-SGL
JAN ：4251442501204

ゴールド
型番：NBL-ICN-PU-GOL-SGL
JAN ：4251442501785

エレガントな流線型のフォルム
noblechairsの美学と世界観が投影された、滑らかな流線形のフォルム。
優雅なたたずまい醸し出し、独創的で洗練されたチェア体験を得られる。

ゆったりと包容力のあるデザイン
全体的に緩やかな形状のため、様々な体形の方を受け入れる包容力が高い。
車のドライビングシートに着想を得ており、フィット感がありながら窮屈さを感
じさせない。

FEATURE 特長
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HERO／ヒーロー
スポーティな曲線美をラージサイズにフィットさせたデザイン。シリーズ最大のボリューム感を実現しながらも、優美なシルエットがス

マートな個性を醸し出す。重厚フォルムにラグジュアリーを宿した、余裕と風格漂うチェア。

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/hero/

HERO

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/hero/


ブラック
型番：NBL-HRO-PU-BLA-SGL
JAN ：4251442502126

レッド
型番：NBL-HRO-PU-BRD-SGL
JAN ：4251442502140

ホワイト
型番：NBL-HRO-PU-BPW-SGL
JAN ：4251442502133

ブルー
型番：NBL-HRO-PU-BBL-SGL
JAN ：4251442502119

ゴールド
型番：NBL-HRO-PU-GOL-SGL
JAN ：4251442502157

すべてを受けとめるバックレスト
人のシルエットに沿うような形の背もたれは、頭・肩・腰を悠然と支え
る大型のハイバックスタイル。 HEROシリーズは、頭部にメモリーフォー
ム（低反発クッション）を内蔵し、高いクッション性が得られる。

内蔵型ランバーサポート
HERO独自機能として、ダイヤル式ランバーサポートを背もたれ内部に格納。
ダイヤルを回すことで背もたれの腰部分が前後にふくらみ、好みの位置に調
節でき、腰のフィット感を高める。
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SIZE 本体サイズDETAIL 製品詳細

COLOR カラー

FEATURE 特長



常に快適でベタつかない座面
長時間体が触れる座面と背中には、合成皮革にパンチング加工※を追加。通気性があり熱を

逃がすので蒸れにくく、合成皮革にありがちなベタつきを抑える。

※直径1mm・孔間隔5mmの貫通した空気穴　EPIC プレミアムホワイトを除く

どっしりと安定感のある座り心地
座面・背もたれのクッションは弾力のある高密度モールドウレタン※を使用。適度な反発力で

体が沈み込まず、安定した座り心地。

※モールドウレタン:大量生産の一般的なウレタンと異なり、1つ1つ鋳型(モールド)に原料を注入して成形されるウレタンで、
　耐久性が高くへたりにくい。

まるで本革のような肌触り
肌が触れる表面には、質感が優しくしなやかな合成皮革(PU/ポリウレタン樹脂性レザー)を使

用。牛革風のシボ加工を施しており、まるで本革のようなしっとりとした肌触り。

張りのある美しいルックス
張り地に使用するPUレザーの厚みは極厚の1.5mm。一般的なソファやオフィスチェア(0.8～

1.2mm)と比べてシワが寄りにくいため、ルックスに張りがあり美しい佇まい。傷や擦れにも

強く、耐久性が高い。

MATERIAL 全モデル共通の素材



両腕の負担を軽減するアームレスト
アームレストは4方向(上下・前後・左右・斜め)に調節でき、自分好みの位置に固定が可能。

天面にはソフト素材のポリウレタンを使用し、肘にも優しい。座面の裏のネジを緩めると、

左右の調節や取り外しも可能で、アームレストが不要な方にも嬉しい設計。

※モデルによってアームレストのサイズ・種類は異なります。

正しい姿勢を支える付属クッション
首と腰を支えるネックピローとランバーサポートが付属。クッションカバーには布地のベロア

素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくい。

シーンに合わせて調節できるリクライニング
座面のレバーを引くと背もたれの角度をEPIC、ICONは90°~135°に、HEROは90°~125°に調節

可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。

ロッキング機能でリラックス
最大11°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのように

リラックスできる。ロッキングストッパーにより好きな角度で固定、またアジャスターを回し

て硬さも調節可能。

FUNCTION 全モデル共通の機能



90-135°

150kg ※

　　
　

カラー：型番（JAN）

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
ロッキング角度

重量
推奨耐荷重

梱包サイズ（重量）
素材

付属品
組み立て方式
保証期間
生産国

写真

ICON

ブラック：NBL-ICN-PU-BLA-SGL（4251442501198）
レッド：NBL-ICN-PU-BRD-SGL（4251442501211）
ブルー：NBL-ICN-PU-BBL-SGL（4251442501204） 

ゴールド：NBL-ICN-PU-GOL-SGL（4251442501785） 
ホワイト：NBL-ICN-PU-BPW-SGL（4251442501181）

H125.5-132cm W67cm D57cm
52cm / 49cm / 43.5-50cm

86cm
W10cm D24.5cm

11°
約28kg

H38cm W87cm D70cm（約30kg）
張り地：PUレザー、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、付属クッション：ベロア
ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書

ノックダウン組立式（お客様組立）
ご購入日より1年間（保証書必要）

中国

EPIC仕様 HERO

ブラック：NBL-HRO-PU-BLA-SGL（4251442502126）
レッド：NBL-HRO-PU-BRD-SGL（4251442502140）
ブルー：NBL-HRO-PU-BBL-SGL（4251442502119）

ゴールド：NBL-HRO-PU-GOL-SGL（4251442502157）
ホワイト：NBL-HRO-PU-BPW-SGL（4251442502133）

H127.5-134cm W67cm D55cm
52cm / 50cm / 45-51.5cm

89cm
W10.5cm D27cm

90-125°

約29kg

H38cm W90cm D69cm（約33kg）

※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。

ブラック：NBL-PU-BLA-003（4251442501167）
レッド：NBL-PU-RED-003（4250144801070）
ブルー：NBL-PU-BLU-003（4251442501174）

ゴールド：NBL-PU-GOL-003（4251442501150）
プレミアムホワイト：NBL-PU-WHT-002（4251442501143）

H126.5-133cm W67cm D56.5cm
56cm / 49.5cm / 46-52.5cm

87cm
W10.5cm D27cm

約27kg
120kg ※

H39cm W85cm D70cm（約29kg）

日本人に合わせた座面高
欧米モデルよりも短めの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。座面
高は、EPIC：約46～52.5cm、ICON：約43.5～
50cm、HERO：約45～51.5cmに調節可能(座
面前部)。
※座部を包み込むバケットシート形状のため、座面の前後で
　傾斜があります。

高さ調節

ロッキングの
硬さ調節

ロッキング
ストッパー

ヘビー級まで支える重量感
推奨耐荷重は、EPICは120kg、ICONとHERO
は150㎏。大柄なドイツ人が座ることを考慮し
て設計し、骨組みには頑丈なスチールフレーム
を使用。低価格のオフィスチェアと異なり、堅牢
性に優れる。
※耐荷重はあくまでも目安で、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。

静音キャスター
フローリングとカーペット両方に使える、直径
 60mmのPUキャスター。キャスターと脚部の
接触部分にナイロンリングを設けイスを動かし
た時の「カチカチ」音を抑える。



ブラック
型番：NBL-FR-PU-BL
JAN ：4251442501822

レッド
型番：NBL-FR-PU-BR
JAN ：4251442501839

ホワイト
型番：NBL-FR-PU-BW
JAN ：4251442501860

ブルー
型番：NBL-FR-PU-BB
JAN ：4251442501846

ゴールド
型番：NBL-FR-PU-BG
JAN ：4251442501853

FOOTREST noblechairs オプション

SIZE 本体サイズDETAIL 製品詳細

COLOR カラー
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本体サイズ
重量

推奨耐荷重
梱包サイズ（重量）

素材

付属品
組み立て方式
保証期間
生産国

H43.5cm W49cm D39.5cm
約5kg

40kg ※
H30cm W51cm D51cm（約6kg）

張り地：PUレザー　脚部：アルミニウム / プラスチック
クッション材：モールドウレタン（コールドフォーム）

組立説明書、保証書
ノックダウン組立式（お客様組立）
ご購入日より1年間（保証書必要）

中国
※デザイン上の理由により、本製品をイスとして使用することはできません。天板に腰掛けないようご注意ください。
　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。

統一感のあるコンセプト・デザイン
チェアシリーズ同様の曲線的なフォルムにより、チェアと合わせること
で上品な空間を演出。PUレザー、モールドクッションはチェアと同じ仕
様で、プレミアムな高級感が足元にも実現する。

天板の角度調節・スイベル機能
天板は上下に角度が変えられるため、利用シーンに合わせて使い分けでき
る。また、水平方向に360度回転するので、デスク周りの狭いスペースで使用
する際も取り回しが簡単。

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/footrest/

0-57°

https://archisite.co.jp/products/noblechairs/footrest/


〒110-0006
東京都台東区秋葉原5-9 明治安田生命秋葉原ビル
https://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

https://archisite.co.jp

