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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。�

the innovat ive c lass ic
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L645AY-FFW8

¥73,290 (¥69,800)
L642BZ-FFW8

¥70,560 (¥67,200)
L642BE-FFW6

¥84,000 (¥80,000)
L645AC-FFW1

¥64,995 (¥61,900)

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。
aluform III（アルフォルム III）シリーズは一部輸入品につき納期がかかることもございます。詳しくは担当者におたずねください。

※詳しい仕様や価格、寸法等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。

The timelessly modern design of the aluform III chair harmonizes 
well with every architectural style. aluform III fi ts in everywhere – 
reception areas, conference rooms, or multi-functional halls. 
aluform III has two variations of armrests: the gentle image 
wooden-type and the cool image black-type. 
Either option is elegant in both style and function.

時代を超えたモダンなデザインが、あらゆる建築スタイルに

調和する、aluform III（アルフォルム III）シリーズ。

オフィス、エントランス、セミナールーム、多目的ホールなど、

様々なシーンにフィットします。

アームレストは優しいイメージのウッドタイプと

クールな表情のブラックタイプ。

共に上品な印象で、快適かつ機能性にも優れています。
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