
ニーチェアエックス

読書や映画鑑賞など、
ゆったりとくつろげる形状です。

前後にやさしく揺れ動く
ロッキングタイプです。

シートを交換することで
永くお使いいただけます。

一緒に使用すれば
さらにくつろげます。

単独でスツールにもなります。

ニーチェアエックス ロッキング

ニーチェアエックス 交換用シートニーチェアエックス オットマン

約幅61×奥行き76.5×高さ86cm  
折り畳み時：約幅15×奥行き76.5×高さ116cm
座面の高さ 約25.5cm   座面の前縁高さ 約35cm

約幅61×奥行き76×高さ92cm  
折り畳み時：約幅15×奥行き76×高さ119cm
座面の高さ 約31cm   座面の前縁高さ 約43cm

ニーチェアエックス / 
ロッキング用

ニーチェアエックス 
オットマン用約幅50×奥行き42×高さ35cm  座面の高さ約33cm

折り畳み時： 約幅8.5×奥行き42×高さ57.5cm

約幅51.3×奥行き118cm
交換用ネジ
4本付属 約幅52.3×奥行き36.2cm

［構造部材］ シート：綿、座背部（両側芯材）：金属（鋼）、肘かけ：天然木、
 脚  部：金属（ステンレス鋼、へアライン仕上げ）
［表面加工］ 座背部（両側芯材）：アクリル樹脂塗装、肘かけ：ウレタン樹脂塗装
［ 生  産  国  ］ 日  本

取り扱い上の注意
□ 濃色の特徴として、濡れた状態での摩擦により、色落ち、色移りしますのでご注意ください。
□ 直射日光または熱を避けてください。
□ シートが汚れた場合は、水洗いすると、縮み・色落ち・接着剤の剥がれが生じます。
 汚れを落とす場合は、ドライクリーニングを行ってください。

ブルー
品番 / JAN：NY-101
4545229 131792

ブルー
品番 / JAN：NY-107
4545229 131853

ブルー
品番 / JAN：NY-116
4545229 132614

ブルー 品番：NY-113 JAN：4545229 131914
レンガ 品番：NY-114 JAN：4545229 131921
ホワイト 品番：NY-115 JAN：4545229 131938
キャメル 品番：NY-129 JAN：4545229 137206
グレー 品番：NY-144 JAN：4545229 151257

ブルー 品番：NY-122 JAN：4545229 132676
レンガ 品番：NY-123 JAN：4545229 132683
ホワイト 品番：NY-124 JAN：4545229 132690
キャメル 品番：NY-132 JAN：4545229 137237
グレー 品番：NY-147 JAN：4545229 151288

ブルー
品番 / JAN：NY-104
4545229 131822

ブルー
品番 / JAN：NY-110
4545229 131884

カタログと実際の商品とは色みが多少異なる場合があります。

製品仕様、素材および梱包仕様は、予告無く変更する場合がありますが、ご了承ください。
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〒152-0032 東京都目黒区平町1-2-2   Tel.0120-975-236（通話無料）   www.fujiei.co.jp

ブルー
品番 / JAN：NY-119
4545229 132645

ホワイト
品番 / JAN：NY-103
4545229 131815

ホワイト
品番 / JAN：NY-109
4545229 131877

ホワイト
品番 / JAN：NY-118
4545229 132638

ホワイト
品番 / JAN：NY-106
4545229 131846

ホワイト
品番 / JAN：NY-112
4545229 131907

ホワイト
品番 / JAN：NY-121
4545229 132669

レンガ
品番 / JAN：NY-102
4545229 131808

レンガ
品番 / JAN：NY-108
4545229 131860

レンガ
品番 / JAN：NY-117
4545229 132621

レンガ
品番 / JAN：NY-105
4545229 131839

レンガ
品番 / JAN：NY-111
4545229 131891

レンガ
品番 / JAN：NY-120
4545229 132652

キャメル
品番 / JAN：NY-125
4545229 137169

キャメル
品番 / JAN：NY-127
4545229 137183

キャメル
品番 / JAN：NY-130
4545229 137213

キャメル
品番 / JAN：NY-126
4545229 137176

キャメル
品番 / JAN：NY-128
4545229 137190

キャメル
品番 / JAN：NY-131
4545229 137220

グレー
品番 / JAN：NY-140
4545229 151219

グレー
品番 / JAN：NY-142
4545229 151233

グレー
品番 / JAN：NY-145
4545229 151264

グレー
品番 / JAN：NY-141
4545229 151226

グレー
品番 / JAN：NY-143
4545229 151240

グレー
品番 / JAN：NY-146
4545229 151271

¥51,700（税込） ¥55,000（税込）

¥17,600（税込） ¥8,250（税込）

¥30,800（税込）

永くご愛用いただくために

製品を安心してご愛用いただけるよう、下記のサービスをご用意しております。

□3年間品質保証  □各種交換用部品の販売  □修理サービス（有償）

なにかお困りごとがありましたら、

ニーチェアエックス公式WEBサイトまでお問い合わせください。

使い慣れたものは、ともに時間を過ごすうち、まるで空気のように心地良く、

なくてはならない存在になります。ときに親から子へ、子から孫へ、

世代を超えて「いつの時代も変わらず愛され続ける、良い暮らしの道具」

としてご愛用いただけますよう、お手伝いさせていただきます。

販売店

商品情報や組み立て方などの
詳細はこちらから

〈公式WEBサイト〉

www.nychairx.jp

肘かけ：ダークブラウン

木部：ダークブラウン

肘かけ：ダークブラウン

肘かけ：ナチュラル

木部：ナチュラル

肘かけ：ナチュラル



いつの時代も変わらず愛され続ける、
良い暮らしの道具として

ニーチェアエックスのものづくり

カレーライスのような、椅子づくり

1970年に日本人デザイナー新
に

居
い

 猛
たけし

 （1920-2007）によって生み出された「ニーチェ
アエックス」は、2020年におかげさまで50周年を迎えました。住環境など日本的な
成り立ちを背景とし、包み込まれるような座り心地と、置く場所を選ばないシンプルで
美しく機能的なデザインは、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞するなど国
内外で高く評価され、たくさんの方々に愛用されています。

私たちは「いつの時代も変わらず愛され続ける、良い暮らしの道具」として、これから
も日本の品質とくつろぎを世界へお届けします。

そのシンプルな構成ゆえに、ニーチェ

アエックスには高いものづくりの技術

が求められます。背もたれと座面が

一体になった着脱可能なシートは、こ

のためだけに特別に織り上げられた

日本製。職人の手により丁寧に縫製

された丈夫な仕上がりで、全身の体

重と椅子の構造を無理なく支えます。

また、肘かけやパイプの曲げ加工な

どの工程においても「座り心地を落

とさず、とにかく安く、道具のように役

立ってこそ椅子」という新居 猛の信

念を受け継ぎ、一貫して国内での生

産を続けています。

1986年  グッドデザイン賞 受賞

1997年 ロングライフデザイン賞 受賞

畳一畳のスペースで、からだを支えて包み込む

武蔵野美術大学名誉教授

島崎 信  Makoto Shimazaki

ニーチェアの名付け親で監修の島崎 信氏は「よい
椅子の条件として、1.座りやすいこと、2.丈夫なこと、
3.軽いこと、4.価格が妥当なこと、5.フォルムが美し
いこと。さらに、折り畳んだときの美しさや安定感が
あること。ニーチェアエックスは、この6つの条件をす
べて兼ね備えた椅子」と評価します。

新居 猛（1920-2007）は、徳島の剣道具製造業
の三代目として誕生しました。「座り心地を落とさず、
とにかく安く、道具のように役に立ってこそ椅子」と
いう信念のもと、多くの人に愛される、カレーライスの
ような椅子づくりを目指しました。

デザイナー

新居 猛  Takeshi Ni i

人間工学、住環境を
考慮した座り心地

計算されたシートや肘かけの高さ、背もたれの角度
や生地の特性、全てが相まって生み出す、包み込
まれるような座り心地です。約一畳分のスペースに
くつろぎの空間がつくれます。脚の形状においては、
畳などの床が傷みにくいものとなっています。

軽量で折り畳め、
シートは脱着できる

手軽に折り畳めて自立するので隙間に収納すること
も可能です。約6.5kgと軽量で、畳めば幅約15cm

に。起毛加工を施した風合いや肌触りが良いシー
トは傷んだら取り外して交換できます。

そっと目を閉じて、深呼吸して。
あれこれ考えずに、肩の力を抜いて。
今の私たちが欲しいのは、
そんな心安らげる「場所」なのかもしれません。

頬を撫でる風。揺れる草木の音。季節の匂い。
いつもの場所に椅子を置いて、
ゆったりと身をあずけてみる。

ふたたび目を開くとそこにあるのは、
また同じようで、どこか違う一日。

そうしてやってくる明日にも、この先もずっと。
ニーチェアエックスは、私たちのそばにあります。

くつろぎの、その先へ


