
商品 AS-R2200 AS-2100 AS-R900

外観

本体寸法 通常（約） 幅86×奥行き141×高さ124cm 幅80×奥行き138×高さ125cm 幅73×奥行134×高さ118cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅90×奥行き212×高さ73cm 幅94×奥行き200×高さ74cm 幅83×奥行200×高さ91cm

本体質量（約） 96kg 80kg 84kg

本体寸法 開梱時（約） 幅68×奥行120×高さ90cm 幅68×奥行120×高さ90cm 幅68×奥行145×高さ105cm

梱包形態 リクライニング 背もたれ折たたみ リクライニング

取り外しパーツ 腕ユニット 腕ユニット、アームレスト アームレスト

梱包箱 寸法（約） 幅75×奥行175×高さ104cm 幅92×奥行136×高さ93.5cm 幅76×奥行164×高さ110cm

梱包箱 質量（約） 122㎏ 100㎏ 105kg

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 41cm 膝側 51cm/尻側 46cm 膝側 51cm/尻側 44cm

床～肘上の高さ（約） 66cm 67cm 66cm

座面の奥行（約） 46cm 55cm 41cm

座面の幅（約） 膝側 48cm/尻側 40cm 膝側 45cm/尻側 40cm 膝側 49cm/尻側 44cm

床設置寸法（約） 幅65×奥行122cm 幅68×奥行120cm 幅73×134cm

商品 AS-880 AS-R700 AS-790

外観

本体寸法 通常（約） 幅69×奥行133×高さ109cm 幅69×奥行133×高さ109cm 幅71×奥行132×高さ108cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅80×奥行203×高さ56cm 幅84×奥行203×高さ80cm 幅85×奥行202×高さ83cm

本体質量（約） 70kg 68kg 69kg

本体寸法 開梱時（約） 幅69×奥行163×高さ81cm 幅69×奥行161×高さ81cm 幅71×奥行161×高さ81cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅77×奥行170×87cm 幅77×奥行170×高さ87cm 幅77.5×奥行166×高さ85.5cm

梱包箱 質量（約） 87kg 84㎏ 83㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 53cm/尻側 43cm 膝側 49cm/尻側 42cm 膝側 47cm/尻側 43cm

床～肘上の高さ（約） 63cm 60cm 60cm

座面の奥行（約） 45cm 45cm 40cm

座面の幅（約） 膝側 45cm/尻側 35cm 膝側 45cm/尻側 40cm 膝側 49cm/尻側 35cm

床設置寸法（約） 幅62×115cm 幅63×奥行115cm 幅71×奥行119cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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商品 AS-R620 AS-R610 AS-R600F

外観

本体寸法 通常（約） 幅70×奥行107×高さ107cm 幅70×奥行107×高さ107cm 幅70×奥行107×高さ107cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅70×奥行181×高さ83cm 幅70×奥行181×高さ83cm 幅70×奥行182×高さ78cm

本体質量（約） 61kg 61kg 63kg

本体寸法 開梱時（約） 幅70×奥行126×高さ82cm 幅70×奥行126×高さ82cm 幅70×奥行126×高さ82cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm

梱包箱 質量（約） 74㎏ 74㎏ 75㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 50cm/尻側 39cm

床～肘上の高さ（約） 62cm 62cm 62cm

座面の奥行（約） 48cm 48cm 48cm

座面の幅（約） 膝側 47cm/尻側 38cm 膝側 47cm/尻側 38cm 膝側 47cm/尻側 38cm

床設置寸法（約）
脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

商品 AS-R600 AS-691 AS-690

外観

本体寸法 通常（約） 幅70×奥行107×高さ107cm 幅69×奥行107×高さ107cm 幅69×奥行106×高さ104cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅70×奥行182×高さ82cm 幅69×奥行181×高さ83cm 幅69×奥行182×高さ80cm

本体質量（約） 63kg 61kg 61kg

本体寸法 開梱時（約） 幅70×奥行126×高さ82cm 幅69×奥行126×高さ80cm 幅69×奥行126×高さ82cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm

梱包箱 質量（約） 75㎏ 75㎏ 74㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 50cm/尻側 39cm

床～肘上の高さ（約） 62cm 60cm 60cm

座面の奥行（約） 48cm 50cm 50cm

座面の幅（約） 膝側 47cm/尻側 38cm 膝側 48cm/尻側 37cm 膝側 48cm/尻側 37cm

床設置寸法（約）
脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

脚部を出した状態：幅69×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行84cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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商品 AS-F70 SKS-55 AS-R500

外観

本体寸法 通常（約） 幅70×奥行101×高さ107cm 幅71×奥行102×高さ108cm 幅55×奥行99×高さ94cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅87×奥行181×高さ80cm 幅71×奥行176×高さ78.5cm -

本体質量（約） 65kg 54kg 31.5kg

本体寸法 開梱時（約） 幅70×奥行125×高さ80cm 幅71×奥行125×高さ75cm 幅55×奥行99×高さ94cm

梱包形態 リクライニング リクライニング -

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行136×高さ86cm 幅58×奥行118×高さ66cm

梱包箱 質量（約） 74㎏ 66㎏ 42㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 51cm/尻側 41cm 膝側 51cm/尻側 42cm 膝側 39cm/尻側 28cm

床～肘上の高さ（約） 61cm 59cm 50cm

座面の奥行（約） 46cm 46cm 47cm

座面の幅（約） 膝側 44cm/尻側 32cm 52cm 膝側 40cm/尻側 38cm

床設置寸法（約）
脚部を出した状態：幅67×奥行93cm
脚部収納状態    ：幅67×奥行81cm

脚部を出した状態：幅71×奥行95cm
脚部収納状態    ：幅71×奥行86cm

幅46×奥行57cm

商品 SKS-H7200 SKS-7100 SKS-4000

外観

本体寸法 通常（約） 幅86×奥行き141×高さ124cm 幅76×奥行き138×高さ125cm 幅76×奥行き138×高さ125cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅90×奥行き212×高さ73cm 幅96×奥行き200×高さ74cm 幅96×奥行き200×高さ74cm

本体質量（約） 96kg 78kg 78kg

本体寸法 開梱時（約） 幅68×奥行120×高さ90cm 幅68×奥行120×高さ90cm 幅68×奥行120×高さ90cm

梱包形態 リクライニング 背もたれ折たたみ 背もたれ折たたみ

取り外しパーツ 腕ユニット 腕ユニット、アームレスト 腕ユニット、アームレスト

梱包箱 寸法（約） 幅75×奥行175×高さ104cm 幅92×奥行136×高さ93.5cm 幅92×奥行136×高さ93.5cm

梱包箱 質量（約） 122㎏ 98㎏ 98㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 41cm 膝側 51cm/尻側 46cm 膝側 51cm/尻側 46cm

床～肘上の高さ（約） 66cm 67cm 67cm

座面の奥行（約） 46cm 55cm 55cm

座面の幅（約） 膝側 45cm/尻側 40cm 膝側 45cm/尻側 40cm 膝側 45cm/尻側 40cm

床設置寸法（約） 幅65×奥行122cm 幅68×奥行120cm 幅68×奥行111cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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商品 JTR-190 JTR-180 JT-FJ150

外観

本体寸法 通常（約） 幅71×奥行128×高さ110cm 幅68×奥行128×高さ110cm 幅69×奥行107×高さ109cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅78×奥行198×高さ80cm 幅78×奥行198×高さ80cm 幅80×奥行180×高さ79cm

本体質量（約） 61kg 61kg 60kg

本体寸法 開梱時（約） 幅71×奥行161×高さ81cm 幅68×奥行161×高さ81cm 幅69×奥行128×高さ80cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅76×奥行164×高さ86cm 幅76×奥行164×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm

梱包箱 質量（約） 77㎏ 78㎏ 72kg

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 43cm 膝側 51cm/尻側 45cm 膝側 53cm/尻側 42cm

床～肘上の高さ（約） 62cm 62cm 68cm

座面の奥行（約） 40cm 40cm 48cm

座面の幅（約） 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 46cm/尻側 35cm 膝側 46cm/尻側 38cm

床設置寸法（約） 幅63×奥行111cm 幅63×奥行111cm
脚部を出した状態：幅65×奥行97cm
脚部収納状態    ：幅65×奥行88cm

商品 JT-FJ140 JT-FJ135 STY-67

外観

本体寸法 通常（約） 幅69×奥行107×高さ109cm 幅71×奥行108×高さ111cm 幅70×奥行119×高さ91cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅80×奥行180×高さ79cm 幅79×奥行181×高さ84cm 幅70×奥行129×高さ76cm

本体質量（約） 61kg 60kg 31kg

本体寸法 開梱時（約） 幅69×奥行128×高さ80cm 幅71×奥行128×高さ81cm 幅70×奥行128×高さ80cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅76×奥行134×高さ86cm 幅76×奥行134×高さ86cm 幅77×奥行132×84cm

梱包箱 質量（約） 74kg 73㎏ 42kg

床～座面の高さ（約） 膝側 53cm/尻側 42cm 膝側 50cm/尻側 40cm 膝側 42cm/尻側 35cm

床～肘上の高さ（約） 68cm 62cm 58.5cm

座面の奥行（約） 48cm 44cm 46.5cm

座面の幅（約） 膝側 46cm/尻側 38cm 膝側 48cm/尻側 37cm 膝側 40cm/尻側 43cm

床設置寸法（約）
脚部を出した状態：幅65×奥行97cm
脚部収納状態    ：幅65×奥行88cm

脚部を出した状態：幅69×奥行94cm
脚部収納状態    ：幅69×奥行82cm

幅48.5×奥行68cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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商品 TR-500 TR-40 TR-30

外観

本体寸法 通常（約） 幅70×奥行103×高さ112cm 幅69×奥行120×高さ106cm 幅70×奥行101×高さ107cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅79×奥行194×高さ83cm 幅69×奥行185×高さ60cm 幅87×奥行181×高さ80cm

本体質量（約） 78kg 48kg 56kg

本体寸法 開梱時（約） 幅70×奥行147×高さ84cm 幅69×奥行152×高さ61cm 幅70×奥行128×高さ81cm

梱包形態 リクライニング リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅78×奥行153×高さ87cm 幅78×奥行160×高さ65cm 幅76×奥行134×高さ86cm

梱包箱 質量（約） 90kg 62kg 69kg

床～座面の高さ（約） 膝側 50cm/尻側 40cm 膝側 50cm/尻側 39cm 膝側 50cm/尻側 38cm

床～肘上の高さ（約） 68.5cm 58cm 60cm

座面の奥行（約） 47cm 43cm 47cm

座面の幅（約） 膝側 52cm/尻側 37cm 膝側 47cm/尻側 35cm 膝側 50cm/尻側 37cm

床設置寸法（約）
脚部を出した状態：幅70×奥行102cm
脚部収納状態   ：幅70×奥行91cm

幅65×奥行107cm
脚部を出した状態：幅70×奥行97cm
脚部収納状態    ：幅70×奥行89cm

商品 LS-500ZG MTR-H510 MTR-500(S)

外観

本体寸法 通常（約） 幅69×奥行112×高さ112cm 幅69×奥行120×高さ106cm 幅69×奥行120×高さ106cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅69×奥行148×高さ81cm 幅69×奥行185×高さ60cm 幅69×奥行185×高さ68cm

本体質量（約） 55kg 49kg 47kg

本体寸法 開梱時（約） 幅69×奥行112×高さ112cm 幅69×奥行150×高さ60cm 幅69×奥行152×高さ59cm

梱包形態 - リクライニング リクライニング

取り外しパーツ - - -

梱包箱 寸法（約） 幅74×奥行119×高さ115cm 幅78×奥行160×高さ65cm 幅77×奥行161×高さ65cm

梱包箱 質量（約） 68㎏ 62㎏ 60㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 48cm/尻側 40cm 膝側 45cm/尻側 42cm 膝側 50cm/尻側 39cm

床～肘上の高さ（約） 61cm 59cm 58cm

座面の奥行（約） 38cm 45cm 43cm

座面の幅（約） 膝側 47cm/尻側 35cm 膝側 46cm/尻側 38cm 膝側 47cm/尻側 35cm

床設置寸法（約） 幅57×奥行78cm 幅65×奥行107cm 幅71×奥行107cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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商品 OH-5000

外観

本体寸法 通常（約） 幅76×奥行145×高さ118cm

本体寸法 リクライニング時（約） 幅76×奥行193×高さ97cm

本体質量（約） 87kg

本体寸法 開梱時（約） 幅72×奥行135×高さ99cm

梱包形態 リクライニング

取り外しパーツ 腕ユニット、脚部

梱包箱 寸法（約） 幅75×奥行158×高さ104cm

梱包箱 質量（約） 106㎏

床～座面の高さ（約） 膝側 56cm/尻側 45cm

床～肘上の高さ（約） 74cm

座面の奥行（約） 45cm

座面の幅（約） 膝側 47cm/尻側 43cm

床設置寸法（約） 幅58×奥行135cm

：背もたれを起こして、オットマン収納状態
：背もたれフルリクライニング、オットマンを出して伸ばした状態、リモコンスタンド含む
：本体の質量
：梱包箱を開けた時の本体寸法
：梱包箱に入っている本体の形態
：梱包時に取り外しているパーツ
：梱包箱の寸法
：本体が入った梱包箱の質量
：座の高い部分(手前、膝側）／低い部分(奥、お尻側）の寸法
：床から肘上までの高さ
：座る部分の奥行き
：座る部分の幅
：床に接している部分の寸法 ※脚部収納可モデルについては「脚部を出して下げた状態」と「脚部を収納した状態」を記載

【各寸法について】
・本体寸法 通常（約）
・本体寸法 リクライニング時（約）
・本体質量（約）
・本体寸法 開梱時（約）
・梱包形態
・取り外しパーツ
・梱包箱 寸法（約）
・梱包箱 質量（約）
・床～座面の高さ（約）
・床～肘上の高さ（約）
・座面の奥行（約）
・座面の幅（約）
・床設置寸法（約）
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