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IM#: 13-0003201  |  SM: THINK （3D CONNECT ブルージェイ、プラチナフレーム）

平均的ワーカーが場所を移動し、再び準備し、
集中するまでに要する時間

出典：DetailsとIDEO社の共同リサーチ
2009/2010年度

8分

2004年、急速に進んだモバイル化とその特有なニーズに応え
るチェアとしてThinkTM （シンク）は誕生しました。革新的なイノ
ベーションとして賞讃され、10年経った今、私たちはかつてな
いほどのモバイル時代を迎えています。

モバイル化は人々の働き方だけでなく、その座り方をも劇的に
変化させました。今日のワークプレイスにはユーザーの身体の
動きに直感的に応え、シンプルに自分仕様の快適性を実現で
きるチェアが求められています。

私たちはこのモバイル時代において、世界的ベストセラーとし
て成長したThinkのデザイン、機能を刷新し、その搭載された
先端テクノロジーで、どこでも至る所で仕事ができる今日のモ
バイル環境をサポートします。
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今日のワークプレイスに
定着するモバイル化
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IM#: 13-0003261  |  SM:  THINK（3D CONNECTワサビ、プラチナフレーム）、FRAMEONETM （アークティックホワイト）、 TAGWIZARD®

Thinkはコラボレーションから集中ワークまであらゆるシーンで
ご使用いただけます。タスク、スツールの両タイプを用意し、作業
内容や仕事のタイプに関わらず、継続的な快適性とサポート力
を提供し、今日のワークプレイスのニーズに柔軟に対応します。

あらゆるシーンで
活躍するチェア
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IM#: 14-0002780  |  SM:  THINK STOOL（米国からの輸入）、MEDIA:SCAPE®
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適応力の高い
ボルスター

座面クッションの中に埋め込まれた高い
適応力を持つ補強材が身体の形状をと
らえ、姿勢を変えるたびに身体の動きを
的確にフォローします。

体重感知
メカニズム

体重感知メカニズムによって、チェアは身体
が動くように滑らかに動きます。座る人の体
重に合わせて背もたれの反力が自動的に調
整され、ユーザーは常に作業に集中し続ける
ことができます。

より直感的に
反応するスマートさ

IM#: 14-0002782  |  SM:  THINK（3D CONNECT スカーレット、シーガルフレーム）

Thinkは突発的なコラボレーションや１日中座ることを強
いられる集中ワークの両方をサポートします。チェアは身
体の動きに直感的に反応するので、素早く仕事にとりか
かることができます。



IM#: 13-0003207  |  SM:  THINK （3D CONNECT スカーレット、シーガルフレーム）
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よりシンプルに
機能を一体化

Thinkは最小限の調節で自分仕様の最大限の快適性を実現し
ました。搭載されたLiveBackシステムによって、柔軟性の高い
背フレームと連結フレクサー、そしてデュアルエネジーランバー
が一体になって動くことで、チェアは身体の動きを直感的に感知
し、ユーザーのニーズに応えることが可能になりました。

IM#: 13-0003209  |  SM: THINK（3D CONNECT ワサビ、プラチナフレーム）

IM#: 13-0003262  |  THINK（3D CONNECT ワサビ、プラチナフレーム )、FRAMEONE（アークティックホワイト）、MEDIA:SCAPE MINI（アークティックホワイト）、TAGWIZARD®

9

デュアルエネジー
ランバー

内蔵されたスプリングによって背骨の自然
な動きに追従し、腰部に適切なサポートを
提供します。

フレックス
シートエッジ

座面のエッジが曲がるため、前傾、後傾
の姿勢をとった際に生じる大腿部裏側
への圧迫を緩和します。



より前進した
サステナブルデザイン

発売当時、Thinkは業界に新たな基準を打ち立て、サステナブル
デザインのアイコン的プロダクトとして賞讃されました。Cradle-
to-Cradle（ゆりかごからゆりかごへ）認証やe3 BIFMA基準の
レベル3認証を受けた世界初のプロダクトです。

刷新された新Thinkはこのサステナブルデザインを更に前進さ
せました。人間工学的性能を高めることに加え、チェアの重量の
3分の1までの再生材を使用するなど、サステナビリティ戦略を
より発展させました。
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再生材を新たに採用したことでCO2排出量を劇的に
削減することに成功しました。アメリカだけでもその削
減は走行距離250万マイル、世界中を1年に100回
旅行したことに匹敵します。

出典：Think Environmental Impact Results 環境へ
の影響結果

250万

IM#: 14-0002781
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より洗練された
デザイン性

Thinkの洗練されたデザインは美と機能を兼ね備えています。
豊富な仕上げや張り地を用意し、あらゆるシーンでご使用いただけます。
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IM#: 14-0002577



デュアルエネジーランバー

内蔵されたスプリングによって姿勢を変え
るたびに腰部に適切なサポートを提供しま
す。

統合ライブバック
システム

背もたれのフレクサーが背骨の自然なカタ
チにそって連結しながら動き、背中全体の
動きに追従します。

フレックスシートエッジ

座面のエッジが曲がるため、前傾、後傾
の姿勢をとった際に生じる大腿部裏側
への圧迫を緩和します。

アジャスタブルアーム

ユーザーの体型や嗜好にあわせて、
4方向に動きます：上下、前後、左右、
角度

座面奥行き

座面は前後にスライドさせることがで
き、長時間にわたる快適な座り心地を
約束します。

コンフォートダイアル

たった1つのダイアルで下記の4つの
ポジションを確保できます：

‒ アップライトバックロック

‒ ミッドストップリクライニング

‒ 体重感知機構付き
 フルリクライニング
 （20%増）

‒ 体重感知機構付き
 フルリクライニング

適応力の高いボルスター

座面クッションの中に埋め込まれた高
い適応力を持つ補強材が身体の形状を
とらえ、姿勢を変えるたびに身体の動き
を的確にフォローします。

背3Dニット 
＋ 座張り地
（チェア）

背・座張り地
（チェア）

アーム
アジャスタブルアーム
固定アーム
アームレス

 チェア スツール
奥行き 559 - 616 mm   559 - 616 mm

幅 724 mm 724 mm

高さ 947 - 1067 mm 1118 - 1366 mm

座面高さ 419.5 - 546.5 mm 571.5 - 825.5 mm

座面奥行き 394 - 458 mm 394 - 458 mm

座面幅 515 mm 515 mm

座面からのランバー高さ 153 - 261 mm  153 - 261 mm

座面からのアーム高さ 178 - 279.5 mm 178 - 279.5 mm

アーム間の距離 356 - 540 mm  356 - 540 mm

アームキャップ角度範囲 30º 30º

アームキャップ奥行き 77 mm 77mm

Steelcaseのサステナビリティの中心に常にあるのは「人」です。そして、それは経済
的、環境的、社会的の3つの観点から、人々や地域社会の持続的発展を支援するこ
とだと私たちは考えています。

リサーチと発見が道を指し示す
それはただ製品をつくりだすこと、価値を生み出すことではなく、人々の生きる価値
が何かを追求していくこと。そして、フットプリントを減らすことでも、ビジネスを拡大
することでもなく、現在、未来に生きる人々の長期にわたるウェルビーングを高める
持続的で意味のある変化を創りだすことだと私たちは考えています。

結果としての革新的な製品とソリューション
Steelcaseでは製品を開発するにあたり、材料の選定、製造、物流、使用、廃棄にい
たるまでのライフサイクルのあらゆる段階において、人や地球に与える影響が慎重
に検討されています。私たちは第三者機関の認証制度や製品申告書を通して、その
成果をさらに高め、サステナビリティへの責任と役割を引き続き積極的に果たしてい
きたいと考えています。 

Steelcaseのサステナビリティの活動とその進捗状況は年次のコーポレートサステ
ナビリティレポートで報告されています。
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オプション
ポリッシュドアルミベース
アジャスタブルヘッドレスト

構成要素

背3Dニット
＋ 座張り地
（スツール）

背・座張り地
（スツール）

IM#: 14-0002570

製品タイプ

サイズ

サステナビリティ

張り地

BUZZ 2（バズ2）

バーガンディー ブルー ネイビー ストーン ブラック セイブル サンライズ パンプキン ルージュ チョコレート メドウ アルパイン トルネイド

OMNI-R（オムニ-R）

エボニー クリムゾン サファイア インクブルー ライノ ココア アズュアブルー ハイドランジャ コーク メイズ

ブラック

クラウド

ダークブラウン

ココナッツ タンジェリン

スカーレット ブルージェイ ワサビ ニッケル モルト

CROSS CHECK （クロスチェック） レザー

クランベリー ブルーリボン パラダイス ディジョン プラチナ スレートブラック ライム アクアマリン イグルー

本カタログに掲載されている商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

リコリス ココナッツ モルト ワサビ ニッケル タンジェリン スカーレット ブルージェイ

3Dニット

COGENT CONNECT（コウジェントコネクト）

ココナッツ タンジェリン スカーレット ブルージェイ ワサビ ニッケル グラファイト リコリス モルト ルートビア ロイヤルブルー
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