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○厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた
場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発
や再発防止に反映させていただきます。�

○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いく
ださい。また、取扱説明書は大切に保管してください。�

○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを
貼付していますので、ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。�

○カタログ・説明書・ラベルなどに表記してある最大積載質量を超えるものを載せ
ないでください。�

○解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。�

当社は社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具PL対応ガイドラ
イン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別
の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用
された場合の3つの種類ごとに（お客様ご購入の日から）1年･2年･3年としており
ます。今後とも当社はより一層製品の品質･安全に留意してまいります。当社製品
をこれからもご愛用ください。�

外観・表面仕上�
機構部・可動部�
構造体�

不具合箇所・現象の例�
塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗�
引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障�
強度・構造体に係わる破損�

保証期間�
1年�
2年�
3年�

オカムラ製品のご使用にあたり�

オフィス家具製品の安全性と保証期間�

社団法人　日本オフィス家具協会　会員番号�

このマークは、自然環境の保護・リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環
境保全に役立つ製品として推奨するものです。�

本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。�

このマークは、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等
の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定し
た統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合して
いることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。�
なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に
応じて合法性等の証明書をご提示致します。�

●対象外製品は製品コードを�
　黒色で表示。�

1234BC-FT□□�1234BC-FT□□�

●非適合製品は製品コードに＊を�
　付けて表示。�

1234BC-FT□□�

●適合している製品は製品コードを�
　緑色で表示。�

本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。�

ISO14001全社統合審査登録　登録番号 JSAE 283

株式会社岡村製作所は、各生産部門、開発部門、販売部門、本社部門のすべての機能に
おいて、環境マネジメントシステムを構築し、全社統合審査登録をしております。また関
連会社のすべての生産拠点、すべての物流拠点においても、環境マネジメントシステム
の審査登録をしております。�

○本社サイト　  ○開発サイト　 ○販売サイト�
○富士事業所サイト（富士事業所）�
○富士事業所サイト（御殿場事業所）�
○高畠事業所サイト　　   ○追浜事業所サイト�
○つくば事業所サイト　   ○中井事業所サイト�

ISO14001登録�

ISO9001 登録�

（株）関西岡村製作所                                          登録番号：JQA-EM 0459�
（株）オカムラ物流 　　                                         登録番号：JSAE 324�
（株）オカムラサポートアンドサービス　                　登録番号：JSAE 679�
（株）山陽オカムラ 　　                                       登録番号：JQA-EM 1166�
（株）エヌエスオカムラ　　　　　　　　　　　　　  登録番号：JQA-EM 1618

 追浜事業所                                                      登録番号：JSAQ 630�
 高畠事業所                                                      登録番号：JSAQ 1316�
 つくば事業所                                                     登録番号：JQA 1999�
 富士事業所                                                      登録番号：JQA 2106�
 御殿場事業所                                                      登録番号：JQA 2106�
 中井事業所                                                                                                       登録番号：JSAQ 860�
（株）関西岡村製作所                                           登録番号：JQA 2484�
（株）山 陽 オカムラ                 登録番号：JQA-QM 3753�
（株）エヌエスオカムラ                                           登録番号：JQA-QM 4055

2009年11月 発行�

○組立・施工費及び配送費は価格に含まれておりません。�
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう
有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口
までご連絡ください。�

un iversa l ,  ca lm,  s t i l l  d i s t inc t ive

撮影協力：神田外語大学
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穏やかな印象のデザインと合わせやすいカラーが特徴の

多目的テーブルtresse-R（トレッセR）。

チェアとのコーディネートがしやすい

シンプルなフォルムと豊富な天板バリエーションで、

空間を選ばずお使いいただけます。

tresse-R is a versatile table with a minimal design which 
comes in several complimentary color combinations. 
Owing to its streamlined shape and variety of tabletop types, 
tresse-R can be used in virtually any kind of environment.

ウィスナーハーガーシリーズはオーストリア・ウィスナーハーガー社との技術提携により、当社に製造・販売が認められています。

※詳しい仕様や寸法についてはプライスリストを参照ください。配送�価格には配送費は含まれておりません。別途申し受けます。
※価格は税込価格です。（　）内は本体価格です。

■クロムメッキ脚タイプ

L674EY-MQ88

¥105,315 (¥100,300)
1800W × 900D

■シルバー脚タイプ

L674DA-MR09 

¥111,195 (¥105,900)
1500W × 800D

L674CA-MP12

¥95,025 (¥90,500)
1200W × 800D

L674AT-MQ87

¥67,830 (¥64,600)
800W × 800D
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